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ガレキが集中的に堆積した堰堤の状況（10 月 14 日 14 時頃）本文 3 ページ参照
Picture of the deposits of upstream of checkdam where most debris were found. 
See also page 3.

監視対象等の配置図（現地指揮本部）　本文 6 ページ参照
Arrangement of monitoring posts and targes  See also page 6.
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大型の実験装置内でのエタノール / 空気予混合気中の火炎伝ぱの様子
Flame spread phenomena in an enclosure (1 m × 1 m × 0.4 m) filled with ethanol/air mixture.
Images were taken by a high speed video camera (nac HX-3).
The experiment was done jointly with Yokohama City Fire Bureau.
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1．はじめに

　2019 年台風 19 号は東日本各地に被害をもたらした。この
うち神奈川県相模原市緑区牧野では、土砂災害が発生し2
名の方が亡くなった。消防研究センターでは、相模原市消防
局の要請に基づき、現場の安全管理に係る技術援助を実施
した。本稿では、その内容を報告する。
　土砂災害は平均して年間約 1000 件発生し、被害家屋は
約 300 軒1）という我が国の主要な災害の一つである一方、そ
の対応については、個々の消防機関に経験が少ないことが
多く、苦慮することが多い。平成 26 年度に消防庁「救助技
術の高度化等検討会」では、1隊での活動から関係機関集
結後の活動まで、時系列に沿って土砂災害時の救助活動の
あり方について整理した2）。さらに令和元年度の同検討会で
は、より現場活動を意識した安全管理や活動方法について
具体的に検討を行った3）。この中には、消防研究センターに
おいて実施してきた研究開発や技術支援の内容なども反映さ
れた。また、これらを参考にして、各消防機関においても活
動要領などの作成が行われており、土砂災害時の消防機関
の対応について、一定の共通認識が醸成されつつあるところ
である。このほか、消防庁の競争的資金を活用して、消防
活動の特性に適応した警報装置の開発も実施されており4）、
土砂災害への対応力の向上は近年、消防機関から注目され
ている。
　消防研究センターでは、土砂災害地において6回、安全管
理に係る技術支援を実施してきた5）〜10）。これは、土砂災害
現場における捜索救助に関する経験が十分には蓄積されて
いないことを背景として、技術的な知見が未成熟であり、研
究者が基礎的な知見を現場に個別に適応してその時々の状

況を観察して発生した及び発生しつつある現象を把握し、将
来を予測する必要があるからである。本稿はそのような事例
の一つとして、今回の災害対応を記載するものである。この
技術支援の時系列を末尾の表 1にまとめた。
　
2．災害の概要

　対象の災害は、2019 年 10月12日に神奈川県相模原市
緑区牧野で発生したもので、消防機関の覚知は 21：46（119
番通報）である。このときまでのアメダス相模湖の総雨量は
629.5mm、19 〜 20 時の時間雨量は 60.0mm、20 〜 21時
の時間雨量は45.5mmであった（図1）。

技術報告

神奈川県相模原市緑区牧野（まぎの）地区の斜面崩壊における
捜索救助活動にかかる技術支援

新井場　公徳、土志田　正二

（令和 2年 8月 3日　受理）

　土砂災害での捜索救助活動における安全管理の手法の確立に資するため、令和 2年台風 19 号による神
奈川県相模原市緑区牧野地区の土砂災害地における捜索救助活動への安全管理に係る技術的助言の内容
について、報告する。
　豪雨により発生したこの災害について、現地調査及びドローンを用いた調査を行い、災害の状況を把握し
た上で、二次的な危険性のある箇所を2 箇所同定し、監視体制について助言を行った。また、水の湧き出
しや土砂の小さな崩落への対応、降雨時の打ち切り基準の設定及び土砂の深さについて情報提供を行った。
また、今後開発が求められる技術について検討を行った。

図1　災害発生前後の降雨状況（アメダス相模湖）
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　図 2は現場周辺の地理院地図である。図の中心にある十
字印がある建物が被災した。この建物は周囲に比して緩斜
面に立地している。この緩斜面は建物周辺から下部（南東）
に向けて尾根地形であるが、上部（点線の道に囲われた部分）
は等高線が北西に凸であり谷地形となっている。また、道路
はこの区間だけ南東に凸となっている。以上のことから、過
去に土砂移動があった場所である可能性が考えられた。二次
災害の想定シナリオの一つとして、地下にかつてすべった弱
い面が存在している可能性があることを事前に確認した。
　図3は相模原市作成のハザードマップの現場周辺を撮影し
たもので土砂災害警戒区域の指定状況を示している。赤い
太い線は土石流の特別警戒区域、その周辺の太い黄色の枠

は土石流の警戒区域、斜線がかかった黄色い枠はがけ崩れ
の警戒区域であり、白丸が被災家屋である。緩斜面であっ
たこともあり、崩壊した範囲及び流走した範囲は警戒区域及
び特別警戒区域のいずれにも該当していない。家屋から東に
は、渓岸の急斜面を考慮したとみられ、警戒区域に指定さ
れた領域がある。
　図4は10月15日にドローンで撮影した現場の状況である。
ほぼ鉛直に撮影された7枚の写真を単純につなぎ合わせた
ものである。そのため標高が高いところほど大きく写ってい
ること及び各写真の中心以外は斜めに写っていることの2点
で地図とは異なることに留意が必要だが、撮影後に作成に時図2　災害発生場所の地形図（地理院地図）

図3　周辺の土砂災害警戒区域指定状況

図4　災害発生場所周辺のモザイク写真（10月15日撮影）



消防研究所報告　第 129 号	 2020 年 9 月

― 3 ―

間を要しないことから、全体像をすぐに把握することができ
る。図の斜面上部で崩壊が発生し、図中央右の道路の脇に
あった住家、倉庫及び車庫を流し、右端を図の上から下へ流
れる渓流に流入した。家屋で 2 名の住民が土砂に巻き込ま
れた。

3．現場の状況

　図 5は源頭部の10月14日12 時ごろの状況である。滑落
崖は約 2ｍで、土砂が広範囲に流送している割には浅いとい
う印象であった。この時点ではこの場所から地下水は流出し
ていなかった。崩壊面に亀裂は見当たらず、後背斜面にも亀
裂や段差は見られなかった。上部斜面に登る時間はなかった
が、地形図上は尾根線が近く、地下水はそれほどないものと
判断した。
　図 6は流走域（流失した家屋付近）から崩壊の上部方向
を見たものである（10月14日14 時ごろ）。写真手前の、緩
斜面であったところでは、植物の根茎が見えており、このあ
たりでは土砂は地表を流送し、地盤はほとんど侵食していな

いことがわかる。流動した土砂量は、写真奥の崩壊源のも
のがほとんどであるといえる。
　図 7は建物のガレキが堆積した堰堤（いわゆる「砂防ダム」）
周辺（図 3の“活動現場 ”）の10月14日11時ごろの状況
である。狭い谷底に建物のガレキと泥と倒木が混ざって平坦
に堆積している。地理院地図によれば、沢には堰堤が 6基
設置されており、そのうち上流から5基目に土砂のほとんど
が捕捉された（写真はその上面を写している）。また、一つ上
流の堰堤にも土砂が堆積し、その上流には池が出来ていた（図
8）。
　ドローンによる空撮画像に基づくSfM（Structure for 
Motion）と地理院地図のデータから作成した災害前後の断
面を図 9に示す。赤色は地理院地図の標高（地盤高さ）で
青色は空撮画像による表面の高さ（崩壊地内は地盤、樹林
では木の高さ）である。図の左右端部で崩壊後の青い線が
崩壊前の標高より高いのは樹木のためである。崩壊の上部

図5　源頭部の状況（10月14日12 時頃）

図６　道路の少し上から源頭部方向（10月14日14 時頃）

図７　ガレキが集中した堰堤の堆積土砂の状況（10月14日
14 時頃）

図８　活動地点上流の堰堤の上面に堆積した土砂による湛
水の状況（10月16日７時頃）
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は 20 度程度，畑と道路があったところ附近は15度程度の
緩傾斜であるが，渓流へ落ち込む斜面は約 40度の急傾斜と
なっている。この急斜面はぬかるんでいたこともあり，移動
にはロープが必要であり、重量物の搬入には吊り下げなどが
行われた。青い線が横軸 20ｍ〜 50ｍの辺りでえぐれてい
るのが崩壊部分であり、320ｍ〜330ｍの平坦部分が堆積
土砂である。堆積土砂は深いところで約 5ｍと算出された。

3．捜索救助活動の内容

　土砂災害による生き埋めなどの大規模な災害時には次のよ
うな対応が取られていく。
（1）現状の把握：何がどういうサイズで起きたか、誰が被災
しているか

（2）捜索範囲の設定：要救助者はどこか
（3）捜索活動の方法：どこへ、何人、どう派遣するか。何を
持っていくか。応援要請するか。

（4）安全管理の方法：これから何が起きそうか。どこをどう
警戒するか。どう統制するか。

（5）活動の実施：人員ローテーションや資機材の搬入など資
源管理

3.1. 現状の把握
　家族や周辺住民への聞き取りにより、2 名の方がほぼ確実
に家にいたと推定され、土砂に巻き込まれたものと評価され
た。携帯電話の呼び出しに対して、一度は呼び出しが出来た
が応答はなく、すぐに圏外になったこと、家が跡形もなく流
されていることから、家屋のガレキの堆積域が主な活動範囲
になると判断された。土砂災害は家屋跡から見える斜面で発
生していたことから、災害の規模感はすぐに現場指揮者は理
解できたとのことである。
3.2. 捜索範囲の設定
　一般に土砂災害では、建物のあった位置の状況を確認し

た上で、家屋や自動車などが地表に見えている場所から捜索
に着手する。この災害では、沢の下流の偵察によれば、図 7
の堆積域よりも下流には家屋ガレキが見つからなかったこと
から、主たる捜索範囲は図 7の堆積域とされた（近隣の応
援消防隊を得た後に下流を再捜索したところ、数カ所で人工
物が認められ、表面付近の検索が行われた。）住民の方によ
れば、渓流の堰堤の深さは7ｍあったとのことであり、土砂
は深いところではその程度と見積もられた。また、先述の通
り、ドローン画像に基づく我々の簡易な測定でも、深いとこ
ろで 5ｍ程度と見積もられた。この深さは手で掘削すること
は極めて困難である。
3.3. 捜索活動の方法
　捜索現場は水に飽和した泥とガレキ、倒木が混在し、岩
は少なかった。布団などの生活痕跡が集中している場所も見
当たらず、また3台あったはずの車両は見当たらず、ガソリン
の痕跡もなかった。このように要救助者の位置の特定の手が
かりはなかったことから、建物のガレキを地表から人力で除
去することから着手された。ガレキ（柱、壁、床等）や倒木
は泥に埋没していることから、泥を除去し、ガレキを動かせ
る大きさに切断し、抜き取って、積み上げ場まで運ぶ、とい
う作業が足下の悪い中で行われた。転倒や泥に足を取られ
て動けなくなるなどの事態が多数発生した。用いられたのは
スコップ、ロープ、チェーンソーなどである。
　人力による掘削に並行して相模原市消防局では、重機の
活用を検討していた。まず、近隣含め消防機関の重機や自
衛隊の重機の活用について検討されたが、両岸が急斜面で
あったこと、渓流の上流・下流とも堰堤があったことから、
消防及び自衛隊の重機隊では進入が困難であると結論付け
られた。テックフォースとの打ち合わせなども行い、我々の
技術支援が終了した後のことであるが、民間の専門業者に
委託することとなり、時間を要したものの、図10 の経路で
作業道を掘削しつつ重機を導入した。安全管理の観点から、
この作業道の掘削の期間は渓流内での人力での活動は停止
したとのことである。
3.4. 安全管理
　相模原市消防局では以前から土砂災害対応に関する訓練・
研修に取り組んでおり、二次災害の危険性に配慮した活動
が必要であることが認識されていた。源頭部に対する監視員
2 箇所 2 名（図 6 右上部にそのうち1名が写っている）、道
路周辺への監視 1名、掘削地点に対する対岸からの監視 3
名（図 7左上部）が配置され、家屋跡地の近くには転倒型
の警報器が設置されていた。また、監視の目印とするため、
図 7の中部に写っているように荷造りテープを倒木などに張
りわたし、土砂の変形などの目安としていた。
　筆者らが到着時には既にこれらの安全管理体制が整って
いたが、源頭部（図 5）、流送域（図 6）、渓岸の急崖（図
11）、流入した渓流の上流の調査（図12）を行った。調査の

図９　崩壊前の地理院地図よる断面（赤）と災害後の
SfMに基づく断面（青）
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結果から、全体として危険性は小さいこと、注意すべき場所
として、渓岸の急傾斜面の二次的な崩壊と上流の湛水の水
位上昇による土砂流出を抽出した。
　渓岸の急斜面は、先に述べたとおり過去に土砂移動があっ
た可能性があり、地下深部にすべり面が残って地下水の浸透
によりすべりを生じるおそれが考えられたこと及びこの斜面
には硬い岩盤の間に礫の堆積物の層が挟まれており、礫層
に地下水が流入した場合に上部の岩ごと落ちてくるおそれが
あったことの二つの理由からである。対岸から、地下水が湧
いてこないか、土や石が落ちないか監視することとした。さ
らに、10月20日には消防庁の競争的研究資金で開発され
た傾斜の監視センサー4）を崖の上部に設置した（図13）。図
の左端の2 名の隊員が計器を設置しているところであり、さ
らに左側は渓岸の急傾斜面で活動地点まで落ち込んでいる。
図の右は道路があった平面であり、崖と道路の間の緩斜面
の崖のなるべく近くに設置を依頼した。これは、崖の端に近
い方が崩れの前兆変状が現れやすいからである。なお、この
センサーは1台の無線局から2台の感知部が出ており、その
間は1ｍ程度離して設置して頂いた。これは、局所的な変
動ではなく大局的な変動を捉えるためである。日射や温度変
化、設置時の擾乱によって、感知部だけの傾斜変化が生じ
ることがあるが、2つの感知部で同様な変化が出た場合は、
そのような誤差ではなく、大局的な地盤の傾斜変化の可能
性が高いと判断できる。
　上流の湛水（図14）は、流れはあったものの、小さな崩
壊によりそれが堰き止められた場合に水位が上昇し、堰堤よ
りも上部にある土砂が押し流されて活動地点へ到達するおそ
れがあったことから、高台に監視員を置き、立木を目印とし
て水位を監視することとした。
　そのほか、源頭部の再崩壊や流送した斜面に止まっている
土砂の再移動のおそれについては、すでに地下水が湧き出
ていないこと、源頭部より上部に斜面がほとんどないとこと

図 10　重機の進入路（相模原市消防局提供）

図 11　渓岸の急崖の状況（10 月 14 日 11 時頃）

図 12　土砂が流入した渓流の上流の様子（10 月 14 日 13
時頃）

図 13　渓岸の急斜面の上の緩斜面に傾斜警報装置を設置
している様子（写真左端）
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表 2　二次的な崩落の発生機構９）と牧野地区における評価

から、危険性が低いと判定した。以上の評価結果をまとめる
と表 2の通りであり、現地ではドローン画像を印刷したもの
の上に手書きで示した（図15）。
3.5. 緊急退避及び再開の判断
　活動中、次のような活動停止と緊急退避があった。また、
それに対し、調査のうえ再開を判断した。
①監視員が渓岸で地下水が湧き出しを発見した。
→急崖に変状が発生している恐れがあったことから、緊急退
避をした。ドローンで確認したが伝送画像では確認できな
かった。落石が発生しないか注意しながら近寄って観察し
たところ、亀裂からぽたぽたと水が垂れていた。以前から
あったものが監視の重点化によって見つかったものと想像
された。20 滴落ちるのに要する時間を計測すると約 40 秒

で、継続して30 分間観察し、滴下の頻度は変化しなかっ
たことから、活動を再開した。なお、その後も1時間後、
2時間後に頻度を測定したが変化しなかった。
②活動地点の監視員が上流の堰堤の荷造りテープが動いた
のを見た。
→夜間（22 時頃）であり十分な確認が出来なかった。照明
不足で周辺状況の確認が困難であり活動を中断した。翌
朝確認したところ、堰堤上の土砂が幅 1ｍ程度で崩れた
ものと判明した。大きな影響はないと評価した。なお、荷
造りテープは風で揺れやすいので、できればロープなどの
しっかりしたもののほうが望ましい。
③活動中に大量の水が出てきた。
→突然滝のように水が出てきたため、緊急退避が行われた。
現地を確認した所、自然のものとは思えないほどの水量で

発生しうる事象 蓋然性 影響の度合い 対策（10/14） 対策（10/20）

斜面の再崩壊 小
○尾根近くから落ちている
○亀裂等なし
○湧水なし

小
○地表水なし→おそら
く到達しない

・流送域の中流から目
視監視

・流送域に警報器設置
・流送域に警報器設置
　（増設）

堆積土砂の再移動
渓岸の崩壊

中
×土石流堆積物の上に岩
×地下水が湧いた痕跡？
×地形図から過去の移動？

大
×退避時間が無い

・対岸からの目視監視
（湧水、落石）

・活動地点からの目視
監視（湧水、落石）

・センサによる監視

・活動地点からの目視
監視（湧水、落石）

掘削箇所の崩壊 小
○堰堤が支持している
×極めて軟弱

大
×退避時間が無い

・流路の付け替え時は
一旦隊を引き揚げる

アプローチの危険
（上流の湛水）

小
○水は流れている
×土砂は堰堤よりも高く堆
積

中
×退避時間が無い（途
中から）
○排水（掘削に活用）

・右岸小高い場所から
水位の監視

・活動地点から堰堤の
土砂の監視

・ポンプ操作員による
水位監視

図 14　活動地点の上流にある堰堤の堆積土砂（この奥に
湛水）（10 月 14 時 11 時頃）

図 15　監視対象等の配置図（現地指揮本部）
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あったため不審に思い、上流に遡行時に簡易水道の設備
があったことを思い出し、問い合わせたところ、住民から
栓を開けたとの情報が得られた。流出家屋のところで破損
していた水道管から漏れたものであった。栓を締めて頂き、
斜面に変状が見られなかったことから活動を再開した。

3.6. 活動方法及び降雨に対する対応
　主に人力での捜索が行われた初期には、掘削は極めて不
効率であった。現場の渓間は狭く、またそこへ至るルートは
泥濘の急斜面であり、板等を活用しても移動が極めて困難で、
緊急退避に時間を要する環境であり、一回に投入できる人員
に限りがあった。そのため、隊員の入退出管理が厳重に行
われていた。隊員は次々に入れ替わるが、活動の割り振りな
どは手書きの図で認識の共有が成されており、しばらくして
地図や画像の活用が行われた（図16）。手前の図は我々が作
成した堆積土砂の深さの分布図である。奥の図は住宅地図
を拡大して活動範囲や移動経路を図示しているものである。
　この現場の特徴的なこととして活動現場の上流の堰堤に

堆積した土砂が渓流をせき止めていたことから、その水位が
あがって、わずかとは言え堰堤より高く堆積している土砂（図
14）を押し流してくることが懸念された。現場の救助隊長の
発案により、このせき止めの水をポンプで上げ、中継池を経
由して掘削箇所まで送り、放水することで掘削の際に泥を除
去するのに活用した。この方策は掘削地点の土砂が堰堤に
支持されていたため安全に実行できると判断した。その後は
泥の除去が効率的になった。図17は現地指揮本部から見下
ろした上流の堰堤付近でのポンプと中継池の設置作業の様
子である。写真手前の急斜面の登坂下降は労が大きく、ポン
プ、消防ホースや燃料等の重量のある資機材の搬入は困難を
極め、これらの搬入に当たっては陸上自衛隊との強固な連携
によった。
　10月18日には降雨予想があったため、あらかじめ活動停
止基準について相模原市消防局から相談があった。図18の
スネーク曲線を作成した。横軸はやや深いところを流れる地
下水の量を表す長期的雨量の指標、縦軸は地表付近の水の
量を表す短期的雨量の指標であり、この図をもとに土石流や
表層崩壊など浅い土砂災害の発生危険性を評価することが
できる。相談があった時は縦軸は0、横軸は 200mm付近で
あった。災害が発生したときに対して、短期雨量で120mm、
長期雨量で 380（=580-200）mm 程度の猶予があると見ら
れた。最悪の想定としてこれから降る雨が全て両方の実効雨
量に作用したとしても、100mm 程度の雨であれば、災害を
起こした斜面は発生時の水理条件（曲線の右上）には至らな
いと評価できた。一方、渓岸については新たに露出した斜面
であること、現場上流の湛水の進行もあることから、より慎
重に判断すべきと考えた。また、降雨にともないぬかるむこ
とにより、万一の際に退避することが困難になることが容易
に想像された。このような不確実性の元での安全の余裕の

図 16　現地指揮本部の状況

図 17　現地指揮本部から見下ろした上流のせき止め土砂
とポンプ及びホースの設置作業の様子

図 18　相模湖アメダスデータのスネーク曲線（2019 年
10 月 10 日〜 10 月 22 日）
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見込み方は著者の知る限りでは整理されたものはない。人命
危険があることを考えて、仮に 5倍の余裕を見るとして連続
雨量 20mmとし、時間雨量としては10mmとした。

4．土砂災害での捜索救助活動に係る課題と技術に係る考察

　今回の活動を通して考えた、捜索救助活動現場において
解決したい技術的課題について述べる。
4.1. 安全管理に関すること
①二次災害を起こすメカニズムの検出方法
　このような現場における二次災害を引き起こすメカニズム
は、さらなる降雨や地震の他、露出後の強度の低下（スレー
キングや膨潤）、木の根や粘性土などの遅れ破壊、地下水の
流動が考えられる８）が、これらのメカニズムを起こしやすい
土質、地形及び水理条件を検出し、評価する方法が確立さ
れていない。土砂災害現場は個別性が高いことからかなり難
しいと感じているが、例えばチェックリストのような客観的な
評価方法が必要であると考えている。上流の湛水や活動地
点すぐ脇の渓岸の警戒が特に重要と考えられたが、現場隊
員にはその絞り込みは難しいであろう。
②三次元データのいち早い取得と分析技術
　①と関連するが、斜面の安定性や土砂の流動性に強い影
響を与える斜面の傾斜をいち早く知り、それに応じて二次的
な崩落の危険性や発生した場合の流走範囲を推測する技術
があれば、活動範囲の規制などにより合理的な安全管理が
可能となると考えられる。消防活動は限られた範囲で行われ
ることが多いことから、活動地点にリスクを及ぼすおそれの
ある現象とその発生場所を求めるような技術が有効であると
考えられる。
③斜面や土砂の流動に対するセンサの開発
　消防庁が開発した監視装置は傾斜の累積により警報がな
るものである。今回の災害では、消防隊員に場所を指定して
依頼して頂いた。消防隊員2 名での設置は容易であったが、
閾値の設定に課題が残った。設置後しばらくは設置時に与え
た力やケーブルの緩和などによりセンサーがずれやすいこと、
日射（温度変化）の影響によりセンサーがノイズを拾いやす
いことから、数度予備警報の基準値に到達した。その度に
筆者らの目によって状況を確認しノイズと判定した。今後、デー
タの特徴や計測方法などにより、閾値をどのように設定する
かの検討が必要であると考えた。
④再度の降雨時の停止基準に対する考え方の整理
　降雨による活動停止の基準、再開の基準について、過去
の事例などを蓄積して、より合理的な設定方法を検討してい
くことが必要である。災害発生時の条件、その後の水利や
地盤の条件の変化などを考慮し、かつ、活動場所のリスクの
種類と大きさに応じた検討の考え方を整理していきたいと考
えている。
4.2. 活動能力の向上に関すること

①軟弱地盤上の活動技術
　近年の計測制御技術の発達を応用して、報告したような
作業内容及び地盤環境で用いることが出来る掘削技術や重
量物の運搬技術、仮設構造物の設置技術が望まれる。
③要救助者の発見に関する技術
　このような環境下でも信頼性高く機能する要救助者の探
索装置の開発は多くの消防関係者の期待するところである。
特に、生存の可能性を考慮すると、呼吸空間が確保されて
いる、水で飽和されていない隙間を見つけることが鍵となる。
そのような隙間が多い場所を探す技術があると有効である。
　今回の災害では、より下流に対する捜索でドローンの活用
も模索されたが、樹木に覆われていることから上空から捜索
できたのは限られた範囲となった。渓流にそって飛ぶことを
容易にする仕組みが必要であった。
③多機関連携
　この現場では、消防、警察、自衛隊の各機関が活動にあたっ
たが、活動統制、入域管理や情報共有は現場の指揮所で行
われ、調整も随時行われ、極めて円滑に活動が行われた。
一方、渓流への重機導入については、苦労が多かったようで
ある。
　渓流内への重機搬入や渓流内での土砂の掘削・移動は、
それに特化した高度な知識と経験及び多くの資機材が必要
である。これらは消防機関等では養成・保持が極めて難しく、
渓流の工事などを請け負う専門業者との連携が欠かせない。
この連携を早期に、円滑に立ち上げるためには、市町村の
建設・農林部局だけではなく、砂防工事・治山工事などを行
う都道府県との連携が重要となる。

5．おわりに

　2019 年10月12日に神奈川県相模原市緑区牧野地区で
発生した土砂災害における技術支援について報告した。これ
までの技術支援の経験から現場で求められている情報や技
術について整理した。今後より安全で効率的な活動が災害
対応の初期から実施できるよう、新しい技術の開発とともに、
それらの普及のための取り組みを今後進めていきたい。
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表1　技術支援の時系列
10月12日
21：46  119 番通報
10月13日
10月14日
07：00頃 相模原市消防局より技術支援の打診あり
08：30  相模原市消防局長より正式の依頼
09：00  相模原市消防局着。
10：30   現場到着。活動地点及び崩壊の源頭部の調査開

始
12：30  調査終了。切迫した危険は無し。監視対象の特定。
12：45  救助現場上流の沢及び住居周辺を調査
15：40  安全監視用テープに異常（緊急退避）
17：35  現場確認。乾燥・収縮にともなう土砂の微少な崩

落と判定。活動再開
19：00  斜面から水が出てきたとの報告（退避）
19：30  現場確認。生活用簡易水道の可能性が高いと判

明→住民聞き取りの結果と符合→水道を止めて頂
く。活動再開。

21：40  安全監視用ロープの1本が不自然に2分程度揺れ
たという報告（退避）。

  原因特定できず。視界不良のため翌朝より活動再
開を決定。

10月15日
05：30  安全監視ロープの確認、異常なし。活動開始
06：50  ドローン空撮（地図作成用静止画）
07：50  県内応援隊到着
09：10  救助現場直上の斜面から水が出たと報告（緊急退

避）
09：30  ドローン空撮実施（水の確認：伝送画像では確認

できず）
10：00  水の調査→地表水の垂れ落ちと判断。念のため滴

下頻度の継続監視
10：45  作戦会議（消防・警察・自衛隊）重機の導入等に

ついて議論あり
14：00  掘削箇所の排水について救助隊長から提案あり→

流路変更等
15：55  作戦会議（消防・警察・自衛隊）上流の池の水の

排水と掘削現場までの送水について議論あり
16：00  現場調査→ポンプ搬入ホース設置等の作業開始
16：10  相模原消防局へ1名派遣し概要説明
22：00  現場活動終了
10月16日
06：30  現場着
07：30  ポンプ、中継池、ホースライン設置。送水開始。
09：00  県内応援隊到着
09：30  現場状況安定とみられることから、現場撤収
11：10  市役所における、市、消防局、テックフォースの

打ち合わせに同席。これまでの状況及び評価結
果等伝達。（活動終了）

10月17日
10月18日 降雨時の活動停止基準について助言（電話）
10月19日 
10月 20日
06：00  相模原市消防局発
06：50  捜索現場の下流の状況調査。
07：10  現場調査。監視対象の縮小。掘削方法につい

て議論あり
07：30  相模原市消防局の転倒センサー設置場所変更
08：00  消防防災科学技術推進制度で開発した警戒セン

サー（借用）を設置。
12：40  捜索範囲、方法、重機導入について議論あり。
16：00  捜索救助活動終了
17：00  応援消防隊の調査隊到着
18：00  現場撤収
18：40  消防局着
10月21日
06：15  消防局発
06：50  活動現場の堰堤の下流の状況観察
07：10  現場着。現場調査（異常なし）。
10：10  崩壊横の住民「亀裂がある」→確認。切迫した

危険無し。
17：00  現場撤収
18：40  消防局着（任務解除）
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（Abstract）

Kiminori Araiba and Shoji Doshida

（Accepted August 3, 2020）

To contribute information to establish the safety management method concerning the search and rescue activity 
in landside, this report describes details of our technical advises given to rescuers in the field of landslides in Magino, 
Midori-ku, Sagamihara City, Kanagawa, Northeast Japan caused by 2019 Typhoon 19.

 After  assessing  the  situation  of  the disaster, we  identified  two areas  of  secondary  risk  and provided  advice 
on the monitoring to Sagamihara Fire Bureau. We also provided advice on how to respond to water gushing and small 
sediment  collapses. Proposed  criteria  for  termination  of  activity  at  a  rainfall  event  and  information  on  the  depth  of 
sediment were also provided. The technologies that need to be developed in the future are discussed.

Report of Technical Assistance to Rescue Activity in a Landslide on Magino, 
Midori-ku, Sagamihara, NE Japan, Caused by 2019 TyphoonHagibis
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1．はじめに

　近年、無人航空機（以下、ドローンとする）の技術革新な
らびに低価格化に伴い、災害時の消防救助活動におけるド
ローンの利活用が注目され、実際に運用され始めている。令
和元年 6月1日時点の調査1）では、全国 726 消防本部中
201消防本部がドローンを保有しており（保有率 27.7 %）、
今後もドローンを保有する消防本部が増加すると思われる。
消防防災分野におけるドローンの利活用としては、火災対応2）、
救助活動、捜索活動、情報収集活動などの様々な用途が考
えられているが、土砂災害現場の救助活動おいても、迅速な
災害状況の把握や、要救助者の捜索・救助などの観点から、
現場で手軽にかつ短時間で俯瞰的情報の入手を可能としたド
ローンの利用価値は高い3）。表 1に土砂災害現場における二
次崩壊対策の時間的制約を示したが、二次崩壊の危険度が
高い災害直後の「要救助者の救出」「要救助者の捜索・救助」
段階において、ドローンによる俯瞰的情報を入手し、利活用
することができれば、捜索・救助活動を行う消防隊員の安全
性を向上させることが期待できる。本論では令和元年東日本
台風（台風 19 号）により発生した神奈川県相模原市緑区牧

野地区の土砂災害による救助活動現場における実際のドロー
ン空撮情報の利活用事例を紹介する。また、その利活用事
例を基に土砂災害救助活動現場におけるドローン空撮情報
の利活用の流れを整理する。
　本論では消防救助活動用に改造された特別なドローンで
はなく、一般に市販されているドローンを用いた利活用方法
を中心に紹介する。これからドローンの導入を考えている、
あるいはすでに導入しているがその利活用方法について更な
る発展を望んでいる関係者の参考になれば幸いである。

2．ドローンによる空撮情報の種類

　情報収集のための資機材としてドローンを利活用する場合、
取得できる空撮情報は大きく分けて動画と静止画の2 種類
に分類される（表 2）。動画は、動いているものを対象とした
「探す（要救助者の捜索・探索）」、「確認する（火災現場に
おける延焼状況の確認や、火や煙の状況確認）」、「監視する
（自然災害現場での水・土の挙動など）」情報収集に適してお
り、私達がこれまでヒアリングを行った消防本部の多くは動

技術報告

土砂災害による救助活動現場における無人航空機（ドローン）の利活用

土志田　正二、新井場　公徳

（令和 2年 8月 7日　受理）

　近年、無人航空機 ( ドローン ) の技術革新ならびに低価格化に伴い、災害時の救助活動におけるドロー
ンの利活用が注目されている。土砂災害現場の救助活動においても高所からの俯瞰的情報は有用であり、
ドローンによる空撮情報の利活用方法を考察・整理しておくことは重要である。本論では令和元年東日
本台風（台風 19 号）により発生した神奈川県相模原市緑区牧野（まぎの）地区の土砂災害を対象とし、
実際の災害現場におけるドローン空撮情報の利活用事例を紹介する。またその事例を基に、土砂災害に
よる救助活動現場におけるドローン空撮情報の利活用の流れを整理する。さらに、今後の課題について
考察を行う。

表1　土砂災害現場における二次崩壊対策の時間的制約

情報付加可能

自然災害現場

表2　ドローンによる空撮情報（情報収集目的）
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図1　牧野の崩壊地における地上撮影とドローン空撮画像

画による情報収集にドローンを用いている。動画は視覚的に
わかりやすい情報でもあるため、訓練などにおいて振り返り
検証のため利用されている事例も多かった。一方、静止画は
動画のような動作の確認はできないが、動画と異なり位置情
報（GNSS [Global Navigation Satellite System] 情報）を
付与させることができるため、撮影位置を簡単に把握するこ
とができる。また動画に比べて解像度が高いため、現在の
状況を示す詳細な地図（「現場地図」と名付ける）を作成す
ることができる。「現場地図」は捜索・救助活動が長期化す
る場合や、多数の隊が活動するような状況下において、現場
状況を広範囲で把握し共有できるため、作戦指揮に利用す
る地図として有用である。本研究では静止画から「現場地図」
を作成することを中心とした、土砂災害現場でのドローン空
撮情報の利活用事例を紹介する。

3．神奈川県相模原市緑区牧野（まぎの）地区で発生した
土砂災害

　令和元年10月12日、台風 19 号による豪雨（後に「令和
元年東日本台風」と命名）により、神奈川県相模原市緑区
牧野地区で土砂災害が発生した。本災害では、斜面中腹に
ある家屋が崩壊土砂によって押し流され、2 名の住民が行方
不明となった。消防研究センターでは、相模原市消防局の要
請に基づき、現場の安全管理に係る技術支援を10月14日
から実施した。技術支援の詳細な内容は、新井場・土志田
（2020）4）で紹介するが、本論では技術支援時に用いたドロー
ン空撮情報の利活用事例を紹介する。
　使用したドローンはMavic2Pro  [DJI 社 ] であり、総重量
2kg 以下で可搬性に優れている（小型・軽量）ことから、災

害最初期における利活用も可能である。今回は、技術支援
の要請のタイミングならびに天候の関係で、災害発生から3
日後の15日早朝に初めて空撮を実施した。ドローンの飛行
ルールに関しては、国土交通省の飛行ルールほか5）、消防研
究センターにおける運用体制６）を基本とし、安全性の確保に
配慮した運用を行った。
　現場の地上写真ならびにドローン空撮画像（斜め空撮写真・
崩壊地全景）を図1に示す。図1A、Bは地上で撮影したも
のであり、図1Aは現場指揮本部から崩壊頭部（崩壊滑落崖）
に向けて撮影したもの、図1Bは主な捜索救助活動現場と
なった谷底で撮影したものである。図1Cはドローン空撮画像
（斜め写真）を3枚結合したモザイク画像であり、崩壊全景
を映している。モザイク画像は、異なる場所・角度で撮影さ
れた画像を結合するため、全体的に見ると歪んでしまう問題
はあるが、簡単に作成でき一枚の画像で広範囲の概観を把
握することができる。主な捜索救助活動現場は谷底の河床
部（図1C右下）であり、急崖に挟まれた地域であったため、
急崖の崩壊に対する監視が必要であった。

4．土砂災害救助活動におけるドローンの利活用（簡易利用）

　土砂災害に限らず全ての災害において最も求められる情報
は、被災地域・被災状況の全容把握である。図1Cの崩壊
全景画像も災害状況把握に有用ではあるが、より詳細に地
図を分析する際には、斜め写真は映る角度によって大きさや
形状が変わるため注意が必要である。
　図 2Aはドローン離陸地点から約 120mの高度でドローン
のカメラを直下に向けて2 秒間隔でインターバル撮影した静
止画写真を、簡易に結合したモザイク画像である。結合は
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手動で重ね合わせることも可能だが、ここではPhotoShop 
[Adobe 社 ] のPhotomerge 機能７）（複数の写真を連続した1
つの画像に結合する機能）を用いている。結合方法は「コ
ラージュ」（複数のレイヤーを整列させ、重なり合うコンテン
ツを一致させ、元のレイヤーを一致（回転または拡大・縮小）
させる方法）である。結合に必要な時間は、一般的なノー
トPCを用いても数分程度であり、現場において処理可能で
あった。災害発生直後の情報共有、つまりどこが危険か、ど
こに安全監視員を置くべきか等の情報を書き込む上では有用
であった。ただし、飛行高度を一定にして撮影しているため、
ドローンから距離が近い（標高の高い）崩壊頭部が大きく、
距離が遠い（標高の低い）捜索救助活動現場である河床部
は小さく映っており、既存の地図に重ね合わせることはでき
ない。これを「現場地図（仮）」とする。実際に現場指揮本
部で写真結合処理を行い、プリンタで印刷し、その印刷紙
に情報共有事項を記載したものを図 2Bに示す。〇印は監視

員の配置場所、矢印は監視対象の方向を示しており、特に
注意すべき事項については直接紙に書き込んでいる（「崩壊」
「地下水」「水位」「土砂」等）。
　図 3Aは捜索救助活動現場を直下向きに撮影した一枚の
静止画である。これを利用して実際に情報を書き込んだもの
を図 3Bに示す。図 2に比べてより詳細に、消防救助隊員
の安全管理に関する情報を記載している。このようにドロー
ンによる空撮情報は、複雑な解析処理を行わなくても「現場
地図（仮）」として利活用することができる。ただし、図 2B、
図 3Bのような「現場地図（仮）」を用いて情報共有を行う場
合において重要なことは、ドローン空撮情報と災害の専門的
知識をリンクさせることである。図 2B、図 3Bに記載した内
容は、今回発生した現象がどのような特徴があり、どのよう
な危険があるかについて考察した結果を示したものである。
災害時のドローン空撮情報をより有効に利活用するためには
ドローンの知識だけでは不十分であり、対象となる災害現象

図3　牧野の崩壊地救助活動現場周辺におけるドローン空撮直下視画像とその利活用

図2　牧野の崩壊地全体におけるドローン空撮直下視画像の簡易結合とその利活用
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への理解が必要である。土砂災害の救助活動時に警戒すべ
き箇所については、消防庁の令和元年度救助技術の高度
化検討委員会報告書８）にて紹介されているほか、過去の消
防研究センターにおける技術支援に関する報告4）、９）〜11）では
個々の事例を詳細に紹介しているため、参考にして頂きたい。
　静止画の簡易的な利活用方法をここまで述べたが、土砂
災害現場においては動画による情報収集も重要な役割を果
たす。本災害では、捜索救助活動中に対岸の監視員から、
崩壊危険箇所（図 3Bにおける「崩落警戒」地域）から水が
出ているとの報告が有った。急遽、全員を現場指揮本部ま
で避難させ、その水が出たと報告があった箇所のドローン空
撮（動画）を行った。図 4はその水が出たと報告された場所
の動画の1シーン( 図 4A)とドローンの飛行経路 ( 図 4B)で
ある。本動画撮影時に伝送された映像では水が流れている
ことは確認できなかった（後に機体に保存されていた撮影動
画を確認したところ、水滴が落ちていることが確認できた）。
水がほとんど出ていないことをドローンで確認した後、現場
に入り目視観察したところ水の滴下が確認でき、この水量（滴
下の頻度）が30 分間ほぼ変化しなかったことから、この場
所の水量変化を監視対象に含めた上で捜索救助活動が再開
された。このように、人が入ることが危険と思われる地域に
おける情報収集も、ドローンの有力な利活用方法である。ま
た、以上のように観察すべき対象によって、動画・静止画を
切り替えて運用する必要がある。

5．土砂災害救助活動におけるドローンの利活用（解析利用）

　4章で述べたようにドローンによる空撮情報は、土砂災害
現場において静止画・動画それだけでも十分に利活用可能
だが、解析処理を行うことで更なる利活用が期待できる。消
防研究センターでは、土砂災害現場で既存の地図と重ね合

わせすることができる「現場地図」の作成を行うことが多い。
この「現場地図」を作成するためには、多数の空撮写真を
用いたSfM(Structure from Motion)解析を行う必要がある。
SfMとは、画像に映った対象物の幾何学形状とカメラの動き
を同時に復元する手法であり12）〜14）、SfM解析ではカメラで
撮影した複数の画像から、それらの撮影位置を推定し、同
一地点に対するそれぞれの画像の視差から三次元モデルを
作成することができる。このSfM解析を行うために利用する
空撮情報（静止画）を取得するため、土砂災害地において消
防研究センターでは以下の様な条件を基本としたドローン空
撮を行っている。

　①対地高度 100 〜150ｍ
　②カメラは直下向き
　③静止画のインターバル撮影（2秒間隔）
　④オーバーラップ率・サイドラップ率を考慮した飛行（図
5A、Bのような飛行）

　⑤自動航行を使わず、手動運転
　
　①は飛行高度を高く設定することで、できる限り障害物を
避けることを目的としている。特に土砂災害の場合には、高
低差のある斜面で発生する場合が多いため、ドローンの安
全な飛行のためには、事前の高さ情報の収集は必要である。
ドローン飛行前に地形図を用いて地形高度を確認し、現地で
は、植生の高さ、架線の有無等の状況を把握し、どのくらい
の高度であれば安全に飛行できるかを考える。このとき、測
量目的ではないため、国土交通省国土地理院 １5）が推奨する
対地高度（例えば位置精度が 0.05m 以内であれば、地上画
素寸法 0.01m 以内に収まる高度）である必要は無く、ある
程度の解像度（家屋等が明瞭に判断可能な程度）があれば

図4　危険箇所のドローン空撮（動画）とドローン飛行経路
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十分であり、より広域な情報を入手することを優先する。そ
のため測量用途よりも比較的高い高度で空撮を実施してい
る。ただし、詳細に確認すべき地形・構造物などがある場合
には、安全を考慮したうえで低高度での空撮も実施する。
　②、③、④は、同一コース内の隣接空中写真との重複度（オー
バーラップ率）と隣接コースの空中写真との重複度（サイドラッ
プ率）を十分に確保するためである。①でも述べたように測
量目的ではないため、国土交通省国土地理院 15)で推奨され
るオーバーラップ率 80 % 以上、サイドラップ率 60 ％以上を
確保する必要は無いが、解析時にデータの抜けが無いように
するために、直下向きで 2 秒間隔インターバルとし、図5の
ような飛行（オーバーラップ率・サイドラップ率を考慮した飛
行）を行うこととしている。本災害で使用したMavic2Pro [DJI
社 ]を例にあげると、カメラ視野角（FOV: Field of View）が
約 77°、2 秒間隔インターバル撮影、対地高度 100mの場合、
飛行速度 8.5m/s 以下でオーバーラップ率 80% 以上となる。
図 5Aは理想的な飛行ルートであるが、災害最初期において
は理想的な飛行ルート設定は困難であり、実際に私達が行う
ことができたのは図 5Bのような飛行ルートであった。図 5B
の飛行ルートは、崩壊の頭部から末端までの崩壊全域を空
撮しつつ、崩壊末端より下流域もカバーするように、伝送画
面を適宜確認しながら手動操縦したものである。理想的な
飛行ルートに比べて重複箇所が増え、飛行時間が長くなるが、
SfM解析を行うための十分な数の静止画を取得することがで
きた。直下視画像だけではなく斜め視撮影などを含めると
解析結果の精度が良くなる（SfM解析において取得できる点
群数が増える）との報告 16)もされているため、十分な解析
時間が確保できる場合には斜め写真撮影を実施しても良い。
　⑤で手動運転としているのは、災害現場での急な状況変

化に対応するためである。災害の規模が大きくなるほど、有
人航空機や他機関のドローンが飛行してくる可能性が高い。
その際に自動航行をさせていると対応が遅れてしまう可能性
があるため、手動運転としている。また、土砂災害現場は山
間部で発生することが多いため、風向・風速が急に変化する
ことも考慮する必要がある。なお、ドローンを含めた航空管
制が行われており、天候も安定していると思われる現場にお
いては、自動航行を行っても問題はないが、平地ではなく斜
面を対象にしているため、自動航行の高度の設定には十分な
注意が必要である（高度の設定ミスで斜面にドローンをぶつ
ける危険性がある）。
　以上のようなドローン空撮を実施した場合、20 分間の飛
行で約600枚の静止画画像が取得できる。消防研究センター
ではそのうち、100 〜 200 枚程度を選定し、SfM解析処理
を行う場合が多い。写真枚数を選定しているのは、解析時
間の短縮が目的である。写真の選定方法は、光の加減やド
ローンの揺れなどにより映りの悪い画像の除去を行うと共に、
重複の多い画像や斜め写真の削除を行っている。解析時間
が確保でき、かつSfM解析処理を行うパソコンの性能が良
ければ、より多くの写真を利用することが推奨される。本災
害を対象としたSfM解析に用いたPCのスペックは、CPU：
Intel Core  i7 8 コア、メモリ：64G、グラフィックカード：
NVDIA GeForce GTX1080 8GBである。最近は、いわゆ
る「ゲーミングマシン」等ノートPCでもSfM解析を行うのに
十分なスペックを持つものも増えているため、現場にてSfM
解析も安定して行う事例も増えていくと思われる。
　本災害時の SfM 解析には PhotoScan  [Agisoft] （現
Metashape）を用いて研究室のデスクトップ PCで行った。
約20分間空撮を実施して取得した約600枚の静止画像のう

図5　SfM解析のためのドローン飛行経路 （A. 理想的な飛行ルート， B. 実際の飛行ルート）
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ち、選定した106 枚を用いた結果、解析時間は1〜2 時間
程度であった。鉛直精度を向上させるためには、正確に測量
された地上基準点（GCP: Ground Control Points）を用い
るべきだが、災害最初期ではその測量が難しいことが多い。
本災害時においても、地上基準点の正確な測量が困難であっ
たため、国土地理院基盤地図情報 5ｍメッシュデータを利用
し、災害前後で変化がないと思われる箇所を仮GCPとして
人の目で指定して利用した。そのため位置情報の精度は高く
ないが、経験上この仮GCPの設定でも、鉛直方向で±1m
程度、水平方向で±数十cm程度の精度を持つと考えられる
ことから、災害直後の捜索救助活動に利活用するには十分
だと考えられる。
　図6AはSfM解析から作成した簡易オルソ画像である。オ
ルソ画像 17) とは、写真上の像の位置ずれをなくし空中写真
を地図と同じく真上からみたような傾きのない、正しい大き
さと位置に表示される画像（正射変換画像）である。簡易オ
ルソ画像は、前述の簡易結合したモザイク画像（図 2A）に
比べて、縮尺が一定でより正確に災害の全容を把握すること
ができる。また、災害前の地図や航空写真、衛星データとの
比較が容易であり、災害前後の変化を見ることができる。本
災害では、崩壊土砂によって流出した家屋の元の位置を正
確に把握することができ、要救助者の捜索位置を絞りこむこ
とができた。また簡易オルソ化することで、監視対象（二次
災害危険箇所）や一時避難場所などとの水平距離を正しく
認識することができる。図 6Bは災害後の簡易オルソ画像（図
6A）との比較を行うために、災害前の航空写真データ(2018
年 4月26日撮影 )をGoogleEarthより引用したものである。
図 6Aの点線は流出した家屋の元の位置を示している。
　図 7は SfM 解析より作成された数値標高モデル (DEM: 

Digital Elevation Model)である。数値標高モデルを作成す
るメリットは、地形の高低差が明確になることである。土砂
災害による救助活動現場における安全管理を考えた場合に
は、この高低差情報は重要であり、二次崩壊が発生した際
の一時避難場所の選定や、捜索救助活動に用いる資機材の
運搬が可能か等の移動ルートの判断にも用いることができ
る。図 7を見ると、地形が変化し易い傾斜変換線（傾斜が
大きく変わる場所）が捜索救助活動現場の真上にあることが
わかる。また、捜索救助活動現場の北東部に少し標高の高
い場所があり、ここが一時退避場所になり得ることもわかる。
ただし、数値標高モデルを移動ルートの判断に用いる際の課
題としては、泥が分布する地域など地形的には高低差が少な
く緩やかに見えるが移動が困難であり、標高モデルからだけ
では歩きやすい場所の判定が難しいことが挙げられる。本災
害においても河床部は平らな地形に見えるが、実際には水分
量が多い泥が多く分布し、移動が困難であった。
　図 8Aはドローン空撮情報から作成した数値標高モデルと
既存の災害前の数値標高モデルを比較し、その差分値を算
出したものである。崩壊前の標高値から崩壊後の値の差分
を算出しているため、正の値が侵食、負の値が堆積を示す。
比較に用いた災害前の数値標高モデルは国土地理院基盤地
図情報 18)5mメッシュデータである。日本国内において国土
地理院基盤地図情報 10mメッシュの数値標高モデルは全国
で網羅されており（ただし、基本 1/25000 地形図の精度）、
航空レーザ測量データから作成された5mメッシュデータも広
い地域で公開されている．それらの災害前の数値標高モデ
ルと、ドローン空撮画像より作成した数値標高モデルとの差
分を取ることで、災害前後の土砂移動量の概算を見積もるこ
とができる．前述したとおり、今回ドローン空撮画像から作

図６　ドローン空撮画像より作成した簡易オルソ画像（A）と災害前の航空写真データ (Google Earth 画像）(B)
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成した数値標高モデルは、位置合わせ (GCP) の精度に問題
があるため、数十 cm 単位の議論を行うことは難しいが、全
体的な土砂移動の傾向を把握することができる。ただし、国
土地理院の数値標高モデルは植生・建物下の地形を示した
数値地形モデル (DTM: Digital Terrain Model)である一方、
ドローン空撮画像から作成された数値標高モデルは植生・建
物の地形を示した数値表層モデル (DSM: Digital Surface 
Model) のため、両者を比較した場合には植生・建物がある
地域ではその差も含まれていることに注意しなければならな
い。土砂移動量の情報は、どこに要救助者がいる可能性が
高いか、土砂排除にどのくらいの資機材が必要となるのかな
どの活動方針の補助データとなり得る。また斜面中腹部や
渓流部に崩壊土砂（二次堆積物）が残存している場合、二
次崩壊の危険地域として特に注意が必要な監視対象となる。
図 8Bは災害前後の数値標高モデルから作成した崩壊地の
縦断面図である。本災害では崩壊頭部でのみ崩壊しており、
その崩壊土砂は斜面中腹部をほとんど浸食・堆積せずに流
送し、谷底へ移動していることがわかる。縦断面図を見ると、
滑落崖周辺で約 6.3m 崩壊し、谷底で約 5mの土砂が堆積
していることもわかる。ただし、鉛直方向の精度が高くない
ため、この崩壊深、堆積深は概算値であることには注意が
必要である。
　図 9は、図 8の災害前後の標高差分図を基に崩壊内を地図７　ドローン空撮画像より作成した数値標高モデル

図 8　数値標高モデルを用いた災害前後の比較 ( 地形変化比較 )　 ＋：侵食、－：堆積を示す
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形分類したものであり、それぞれの分類ごとに土砂の侵食・
堆積量を算出している。標高差分図より算出した崩壊全体の
土砂量収支（概算）を見ると2125.5m3 増えているが、これ
は堆積土砂に流出家屋や倒木、水、空隙などが混じってい
るためだと考えられる。この土砂量収支でわかることは、地
形分類した崩壊エリアの外に流出した土砂量が大きくないこ
とである。この結果を見ると、要救助者は土砂堆積量の大き
い「6 河床堆積域」に居る可能性が高いと推測される。実際
に今回の災害では、「6 河床堆積域」において要救助者 2 名
が発見された。

6．土砂災害現場のドローン空撮情報の運用方法の流れ

　神奈川県相模原市緑区牧野地区における斜面崩壊を対象
に行ったドローン空撮情報の利活用事例を基に、その運用
方法の流れを整理した (図 10)。運用方法は簡易利用と解析
利用に分けており、消防本部のみでの迅速な利活用方法とし
て簡易利用、ドローン空撮情報の解析を専門とする組織もし
くは外部の専門家の協力があった際の利活用方法として解析
利用を紹介した。この解析利用については、今後消防本部
のみでも利活用できるようになるのが理想ではあるが、現状
においてはこのような利活用方法があるという認識を消防本
部が持ち、これらの情報が必要となった際に協力を依頼でき
る外部機関を確保しておくことが必要ではないかと考えられ
る。今回紹介した運用方法の流れは、神奈川県相模原市緑
区牧野地区における土砂災害を対象としたドローン利活用の
一事例ではあるが、今後の土砂災害消防救助活動現場にお
けるドローン利活用の基本的な運用方法の一つとして参考に
して頂きたい。

7.　まとめと今後の課題

　神奈川県相模原市牧野地区で土砂災害事例を基に、ドロー
ン空撮情報の利活用方法について整理した。ドローンによる

図９　地形分類と崩壊土砂量の推定（概算）　＋：侵食、－：堆積を示す

ドローン空撮

全体画像
（簡易結合）

簡易オルソ画像 数値標高モデル

可視画像比較 地形変化比較
危険箇所
動画撮影

直下視画像
（簡易結合）

災害前データ（既存データ）

SfM処理

簡簡易易利利用用 解解析析利利用用

図 10　土砂災害現場におけるドローンの利活用方法



消防研究所報告　第 129 号	 2020 年 9 月

― 19 ―

俯瞰的情報は、現場で手軽かつ短時間で入手できるため非
常に有用である。ただし、災害現場で十分に利活用するため
には、専門的知識とのリンクが必要不可欠であり、何を撮影
し、どのように使うかを把握しておく必要がある。また土砂
災害現場における安全管理へドローン空撮情報を利活用する
ためには、解析処理を行うことによってより詳細な情報が得
られることが示された。なお、実際に現場で解析処理を行う
ためには、時間・人員・資機材等という課題が多い。
　今回ドローンの空撮は日中かつ比較的天候の良い状態で
行ったが、将来的には夜間時や悪天候時も想定する必要
がある。ドローン空撮情報をより有効に利活用するために
は、各解析時間の短縮のほか、土砂災害の専門的な知識を
ドローン空撮情報にどのようにリンクさせていくのかを考察し
ていかなければならないと考えている。
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In recent years, the utilization of the unmanned aerial vehicle (drone) at rescue activities has attracted attention 
thank  to  the  technological  innovation  and  price  reduction.The  bird’s-eye  view  information  from  high  places  is  also 
useful at rescue activities due to landslide disasters, so it is important to consider and organize how to utilize aerial 
photography information by drones.In this report, we introduce the utilization of drone at the actual rescue activities 
due  to  the  landslide disaster,  in  the Magino, Midori-ku, Sagamihara City, Kanagawa Prefecture,  caused by Typhoon 
Hagibis (Typhoon No.19), 2019. Based on the case, we organize the flow of utilization of drones at rescue activities due 
to landslide disasters. Furthermore, we consider future issues.

The Utilization of the Unmanned Aerial Vehicle (Drone) at Rescue
Activities due to Landslide Disasters
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1．はじめに

　消防庁では、大規模地震が発生した際、具体的な被害情
報の乏しい初動時において緊急消防援助隊に関する業務等
の意思決定を行うために、簡易型地震被害推定システム等
の情報を活用している。
　消防庁の活動に資することを目的として消防研究センター
が開発した広域版地震被害推定システム 1）では、気象庁か
ら発表される震源情報や震度情報のほか、米国地質調査所
（USGS：United States Geological Survey）から送信され
る全世界の震源情報をトリガーとして、各地の地盤情報や木
造家屋数等に基づいて計算を行い、各種被害の推定結果を
出力する機能を持っている。火災に関する項目としては出火
件数のみを推定しているが、筆者らは複数の都道府県にまた
がるような広い範囲の火災被害を高速に推定することができ
れば、大規模地震発生直後に推定結果から必要部隊数を見
積もることにより緊急消防援助隊派遣のための意志決定に
資することができるのではないかと考え、延焼被害の推定焼
失棟数を提示する機能を追加することを目指して検討を進め
てきた。
　近年、南海トラフ巨大地震の被害想定 2）や名古屋市の被
害想定 3）などの多くの被害想定では相互に延焼被害を及ぼ
す建物群を計算して確率的な延焼結果を求める延焼クラスタ
方式 4）が用いられており、筆者らは、延焼クラスタ方式の考
え方を応用し、広域版地震被害想定システムのメッシュごと
に風向・風速を変化させた場合の延焼クラスタを事前に計算
しておくとともに、隣接メッシュに属する延焼クラスタへ延焼
するか否かについても把握しておくことで、実際の地震発生
時に焼失棟数計算を実時間処理できるのではないかと考え
検討を行ってきた 5,6）。

　本稿では、メッシュ単位の計算に適応させた計算方法の
内容、横浜市青葉区周辺地域を対象としたデータの試作結
果および焼失棟数を計算するツールを試作して検証を行った
結果について報告する。

2．既往研究

2.1　広域版地震被害想定システム
　図 1に概要を示す広域版地震被害想定システムは、
USGSの発表する世界各地で発生する地震の震源情報や
XML形式で提供されている気象庁防災情報（震源情報、震
度情報、津波情報）を電子メールやFTPによりインターネッ
ト経由で自動的に取り込み、事前に準備した地盤増幅度や
人口、家屋等の静的データを組み合わせて計算を行って震
度分布や家屋被害分布等の被害情報を推定するシステムであ
る。また、当該システムは、計算結果をGIS上でグラフィカ
ルに表示する機能のほか、画像データとして出力する機能や
計算結果を集計してCSVファイルで出力する機能、電子メー
ルによる解析結果の通知機能なども有している。
　現在、広域版地震被害想定システムでは、震源情報ま
たは震度情報から求められる表層地盤の最大速度（PGV : 
Peak Ground Velocity）の値から童らの手法 7）により（1）,（2）
式を用いてSI（Spectral Intensity）値と家屋被害率 rを算
出し、続いて、この家屋被害率 rを全壊率と等しいものとし
て水野らの提案する方式８）により（3）式を用いて各メッシュに
おける推定火災件数 yを計算している。本稿では、（3）式
の右辺に現れる αβ×0.003152r0.6041を出火率として取り扱
う。
　　　　　　　　　   （1）

技術報告

広域版地震被害想定システムへの機能追加のための
高速な延焼被害推定手法に関する検討

高梨　健一、細川　直史

（令和 2年 8月 19 日　受理）

　我々は、広域版地震被害推定システムに対して大規模地震発生直後に実行する被害推定機能の一つと
して延焼棟数の期待値（以下、焼失棟数という）を表示する機能を追加するために、大規模地震災害の
被害想定で焼失棟数を求める手法として良く用いられている延焼クラスタ方式の考え方を利用して計算
を行う手法の検討を行った。
　本稿では、検討した手法の内容、横浜市青葉区周辺地域を対象としたデータの試作結果およびツール
を試作して検証を行った結果について報告する。
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の場合

の場合
  （2）

　　　　　　   （3）

　ここで
　　N：メッシュ内の木造家屋数
　　α：発生時刻の影響を補正する係数
　　β：季節の影響を補正する係数
2.2　延焼クラスタによる延焼リスク計算
　加藤らが提案している延焼クラスタ方式の計算フローを図
2に示す。この方式では、火災が発生した場合に相互に延
焼被害を及ぼす可能性のある建物群（これを「延焼クラスタ」
と呼ぶ）を考え、延焼クラスタに含まれる少なくとも一つの
建物から出火した場合には当該クラスタに含まれるすべての
建物に延焼するものとして焼失棟数を計算する。本節では、
延焼クラスタの生成方法と焼失率及び焼失棟数の算定につ
いてのみ言及する。
2.2.1　延焼クラスタの作成方法
　延焼クラスタを作成するためには、建物相互に延焼被害を
及ぼすか否かを決定する必要がある。
　加藤らは建物の隅角部や壁面の座標情報を用いて建物間
の最短距離を求め、延焼限界距離と比較することで延焼被
害を及ぼすか否かを決定しており、延焼限界距離が異なる建
物の間では双方の延焼限界距離の平均値が建物間の最短距
離よりも大きい場合に延焼被害を及ぼすものとしている。

　また、加藤らは形態係数の計算に基づいて複数の建物が
同時に炎上した場合の安全率を1.5 倍と定め、各建物の延
焼限界距離を1.5 倍した値を複数棟同時炎上時の延焼限界
距離として用いている。
　なお、延焼クラスタの作成方法には、加藤らの方法の他に
建物周辺に延焼限界距離の半分のバッファを発生させ、バッ
ファが重なる建物間では相互に延焼被害を及ぼすものとみな

図１　広域版地震被害想定システムの概要

図 2　延焼クラスタ方式の計算フロー 2,4)
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して延焼クラスタを作成する手法があり、この手法も良く用い
られている。図 3に、この手法により構成された例 9）を示す。
本検討では、後述のとおり、この手法に類似した作成方法
を採用した。
　これらの延焼クラスタの作成方法では延焼における異方性
は考慮されていないが、建物種別や風向、建物の立地等に
より延焼に異方性があることが多いと考えられるため、今後、
異方性を盛り込む手法についても検討が必要であると考えら
れる。
2.2.2　焼失率及び焼失棟数の算定
　延焼クラスタ方式では、構成された延焼クラスタに含まれ
る建物に対して個別の出火率が与えられた際に、延焼クラス
タ内から少なくとも1棟が出火する確率を求め、その確率を
延焼クラスタ全体の焼失率とする。例えば、ある延焼クラス
タを構成する建物を n 棟、クラスタに属する建物 iの出火率
を とすると、建物の焼失率 Pは、次のようになる。

　　　　　　　　   （4）

　なお、ある範囲に含まれる建物の焼失棟数の期待値χは、
範囲内の建物 kの焼失率を用いて、
　　　　　　　　　　 　  （5）
と表される。
　また、加藤らは、ある範囲内に含まれる建物の焼失率 P
に関する次のような近似式を用いて、計算時間の短縮を図っ
ている。
　　　　　　　　　   （6）
　ここで、 は、範囲内建物の出火率の平均値である。

3．焼失棟数算定手法の高速化に関する検討

　加藤らの手法を用いて延焼クラスタ方式により焼失棟数の

算定を行う場合には、風向・風速に基づいて延焼限界距離
を算出して延焼クラスタを作成し、地震動等から算出される
出火率に基づいてクラスタの焼失率を求め、求められた焼失
率を用いて焼失棟数を求めることとなる。
　大規模地震発生後に多数の建物から延焼クラスタを速や
かに計算することは困難なことから、速やかに焼失棟数を計
算することができるよう、計算を事前計算と事後計算に分け
るとともに、できる限り可能な計算を済ませておくことで高速
化を図ることとした。また、前述のとおり、広域版地震被害
想定システムでは、最大表面加速度や火災件数をメッシュご
とに計算しており、計算結果のメッシュ表示も可能であること
から、延焼クラスタに基づく焼失率および焼失棟数の計算も
メッシュ計算に対応させることとした。
　本節ではメッシュ計算へ対応させるための考え方及び新た
に作成することとなったデータについて述べる。
3.1　計算方法のメッシュ計算への対応についての基本的な

考え方
　計算方法をメッシュ計算へ対応させる方法としては、メッ
シュごとに風向、風速に応じた延焼クラスタを作成しておくこ
と、また、複数のメッシュに跨る延焼クラスタに関する計算は
地震発生直後に各メッシュに割り当てられた風向、風速条件
に応じて事前に作成した延焼クラスタを組み合わせて実現す
ることとした。
　図 4に延焼クラスタをメッシュに合わせて分割して作成する
場合のイメージを示す。図 4（2）の分割された延焼クラスタは、
図 4（1）の一つの延焼クラスタを4つのメッシュA,B,C,Dに

図 3　延焼クラスタの作成例
（参考文献 9）から引用）

 
（1）本来作成される延焼クラスタ 

 
(2)4つのメッシュに分割した延焼クラスタ 

図４　延焼クラスタの分割イメージ
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属する4つの部分的な延焼クラスタa,b,c,dに分割したもので
ある。このとき、ある部分的な延焼クラスタに含まれる建物
から他の部分的な延焼クラスタに属する建物へ延焼するか否
かを判断することができれば、図 4（1）の延焼クラスタを再
構成することが可能となる。そして、延焼クラスタの再構成
が可能な場合、図 4（1）の延焼クラスタの焼失率 P及び焼
失棟数χは式（7）,（8）に示すとおり、部分的な延焼クラス
タの建物数や出火率で表すことができ、メッシュごとに焼失
棟数を集計するために必要な部分的な延焼クラスタの焼失棟
数も計算可能となる。

　

　   （7）

　　 　

ここで、
　 、 、 、 ：部分的な延焼クラスタa,b,c,d に属する建
物数
　 、 、 、 ：部分的な延焼クラスタa,b,c,dに属する
建物の出火率

　　   （8）

ここで、
　 、 、 、 ：部分的な延焼クラスタa,b,c,dにおける焼
失棟数
3.2　事前計算
　焼失棟数に関する計算を地震発生直後に高速に実現する
ために、事前計算として、各メッシュに属する風向・風速に
応じた延焼クラスタ、隣接する二つのメッシュに属する延焼ク
ラスタ間での風向・風速に応じた延焼の有無を示すデータ、
出火率および延焼がメッシュ内にとどまる延焼クラスタの焼失
棟数を求めておくこととした。事前計算の詳細は 3.2.1から
3.2.5 のとおりである。
3.2.1　メッシュごとの延焼クラスタの計算と延焼クラスタ

データベースの作成
　風向・風速条件を事前に決定し、各メッシュに属する建物
データから各風向・風速条件における延焼クラスタを計算し
て、延焼クラスタのデータベースを作成する。風向・風速の
条件を増やすとメッシュ間での組合せが条件数の二乗になる
ことから、事前および事後に行う計算量が飛躍的に増大する
ため、気を付けて設定する必要がある。
3.2.2 隣接する二つのメッシュに属する延焼クラスタ間での

風向・風速に応じた延焼の有無のデータ作成
　地震発生直後に風速、風向に応じて複数のメッシュに跨る

ような延焼クラスタに関する計算を行うため、隣接する2つ
のメッシュを選択し、双方のメッシュに属するクラスタ間にお
ける延焼の有無を、すべての風向・風速の組み合わせについ
て調査し、記録する。この時、事後計算時に検索する際のキー
とするため、メッシュ、クラスタ、風向、風速を記録する。
3.2.3　出火率の事前計算
　前述（1），（2），（3）式のとおり、広域版地震被害想定シ
ステムでは震源情報や震度情報から表層地盤の最大速度で
あるPGVや出火率を求めている。計算の結果として得られ
る出火率は、与えられる震源情報や震度情報によって計算さ
れる実数値であり、そのままでは全クラスタの焼失棟数を毎
回計算することとなり高速化を図ることが困難となる。そこ
で、事前にPGVの範囲をいくつか定め、その範囲に対応す
るPGVの代表的な値を用いて出火率を求めるとともに、求
めた出火率を以後の焼失棟数の計算に用いることで高速化を
図ることとする。
3.2.4　延焼がメッシュ内にとどまる延焼クラスタに対する焼

失棟数の事前計算と延焼クラスタデータベースの修正
　3.2.3 で PGVの範囲に対応する出火率が定められると、
出火した際に延焼がメッシュ内にとどまると考えられる延焼ク
ラスタの焼失率及び焼失棟数を事前に計算しておくことが可
能となる。出火した際に延焼がメッシュ内にとどまるというこ
とは、隣接メッシュに属する延焼クラスタへ延焼しないと言い
換えることができ、3.2.2 で作成したデータに現れない延焼ク
ラスタすべてについて焼失棟数を計算し、メッシュごとに集
計しておくこととする。
　また、焼失棟数の事前計算の対象となった延焼クラスタは
地震発生後に行う焼失棟数計算には用いないため、延焼ク
ラスタデータベースから削除し、データベースの軽量化を図る。
3.3 事後計算
　3.2に示した事前計算を踏まえると、地震発生時に行う事
後計算は、図 5のフローように整理される。

4．検証結果

　手法の妥当性や実時間における計算可能性を検証するた
め、3節の手法に基づき、プログラム言語Pythonを用いて
焼失棟数を計算するためのツールを構築した。本節では、実
際の都市データを用いて計算用データを構築し、ツールを用
いて検証を行った結果について述べる。
4.1 対象地域と利用データ
　検証の対象地域として横浜市青葉区を包含する矩形の地
域を選定し、国土地理院が公開している基盤地図情報を用
いて各種データを作成した。図 6に対象地域の建物データと
設定したメッシュを示す。メッシュは広域版地震被害想定シ
ステムと同位置、同サイズとして設定し、図中の数字はメッシュ
IDである。
　なお、今回の計算では、消防研究センターにおいて別途開
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発を継続している建物単位の市街地火災延焼シミュレーショ
ンソフトウェア（以下、単に「シミュレーションソフト」という）
を参考に、次の前提条件を設定した。
・建物種別は、シミュレーションソフトと同様、防火木造建
物と耐火造建物の2 種類に単純化する。基盤地図情報の
建物データには、建物種別として普通建物、普通無壁舎、
堅牢建物、堅牢無壁舎の 4 種類の属性が割り当てられて
おり、データ作成にあたり普通建物および普通無壁舎を
防火木造建物とみなす。
・堅牢建物、堅牢無壁舎については、クラスタの計算には
用いない。また、耐火建物には輻射を遮るなど市街地火
災を抑制する可能性があるが、今回は考慮しない。
・シミュレーションソフトと同様、建物階数は全て2 階建て
とする。

・実際の延焼では建物の建てられている地形の影響を受け
ることとなるが、今回は地形の影響は考慮しない。
・建物が含まれるメッシュは建物重心の位置により決定し、
一つの建物が複数のメッシュに含まれることはないものと
する。
・シミュレーションソフトにおいて燃落時間を1時間と設定
していることから、東京消防庁によって開発された延焼速
度式 10）により1時間で延焼する距離を風速に応じて風上、
風下、風横の3方向について求め、延焼限界距離として
用いることとし、加藤らの手法で用いられている1.5 倍の
安全率は適用しない。

4.2　事前計算結果とその検証
4.2.1　メッシュごとの延焼クラスタの計算とクラスタデータ

ベースの作成
　風向については 8方向、風速については0, 6, 12m/s の 3
通りとして、設定した風向・風速条件ごとに、各メッシュの延
焼クラスタを作成した。今回の計算では、建物間の最小距離
を個別に計算して延焼限界距離内にあるか否かを判定する
手法ではなく、建物周辺に延焼限界距離の半分の範囲で設
定したバッファが重なる場合に延焼限界距離内に存在すると
判断することとした。建物周辺に異方性を持つバッファを設
定することが難しかったため、図 7に示すような手法で異方
性を持つ延焼限界距離のバッファを近似的に実現した。なお、
計算の結果、延焼範囲ポリゴンが近隣建物の延焼範囲ポリ
ゴンと重ならなかった建物については、建物 1棟のみの延焼
クラスタとするとともに、延焼範囲ポリゴンを延焼クラスタポ
リゴンとして取り扱うこととした。
　図 8に対象地域のメッシュ番号 0305における延焼クラス
タの作成結果の例を示す。風向・風速を変更すると、作成さ
れる延焼クラスタが変化していることが確認できる。

図５　事後計算のフロー図

図６　対象地域の建物データ（基盤地図情報（普通建物、
普通無壁舎））とメッシュ番号

START

計算対象のメッシュの決定
計算が終了していないメッシュの中から

メッシュを1つ選択する

計算の起点となる延焼クラスタの決定
計算が終了していない延焼クラスタの中か

ら延焼クラスタを1つ選択する。

延焼の及ぶクラスタの探索
延焼元クラスタのメッシュID、クラスタID、

風向および風速、隣接メッシュのメッシュID、
風向および風速をキーとして3.2.2で作成した
データを検索し、延焼の及ぶクラスタを見つ
け出す。
新たに延焼の及ぶクラスタが見つかった場

合には、そのクラスタをキーとして検索を行
い、延焼の及ぶ全クラスタが見つかるまで検
索を繰り返す。

各延焼クラスタの焼失棟数の計算
3.1で述べた計算方法を用いて、各延焼クラス

タの焼失棟数を計算する。

メッシュ内に未計算の延焼
クラスタが残っているか？

未計算のメッシュが残っているか？

各メッシュにおける焼失棟数の集計
3.1で述べた計算方法を用いて、各延焼クラス

タの焼失棟数を計算する。

END
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　計算の結果、対象地域全体において風向・風速の全条件
で作成した延焼クラスタの総数は404,915となった。この結
果、風向・風速 1条件あたりの平均的な延焼クラスタ数は対
象領域全体で約16,871.5、メッシュあたりでは約144.2となっ
た。また、風速ごとに延焼クラスタ数を集計すると、表 1の
とおりとなった。風速の増加に応じて延焼限界距離が大きく
なるにつれて延焼クラスタのサイズが大きくなる一方で、クラ
スタ数は減るものと考えられることから、妥当な結果が得ら
れていると考えられる。

4.2.2　隣接する二つのメッシュに属する延焼クラスタ間での
風向・風速に応じた延焼の有無を示すデータの作成
　4.2.1で作成したメッシュごとの延焼クラスタを用いて、隣
接するメッシュに属する延焼クラスタの延焼クラスタポリゴン
の重なり合いから延焼の有無について計算し、記録した。1
メッシュあたり風向、風速の条件が24 種類となるため、1対図７　本報告における延焼クラスタ作成方法

(1) 移動距離（風上・風下・風横の
延焼限界距離の 1/2）を算出

(2) 建物ポリゴンを平行移
動したポリゴンを作成

(3) 平行移動した 4 つの
ポリゴンを凸包して
ポリゴンを作成（延
焼範囲ポリゴン）

(4) 延焼範囲ポリゴンの重なりを用
いて延焼クラスタポリゴンを構
築

(1)　風向：北、風速 12m/s の場合 (2)　風向：北東、風速 12m/s の場合

(3)　風向：北、風速 6m/s の場合 (4)　風向：北東、風速 6m/s の場合
図８　風向・風速を変化させた場合の延焼クラスタの計算例（メッシュ 0305）
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の隣接メッシュについて風向・風速条件の組み合わせは 576
種類となり、作成したデータ数は対象地域全体で1,693,024
となった。
　計算結果の一例を図 9および表 2に示す。図中の四角で
囲まれた数字はメッシュ番号、その他の数字はクラスタIDを
示している。メッシュ0511,0611,0612 には東風 12m/sを条
件として与えており、メッシュ0512についてのみ図 9（1）で
は東風 6m/s、図 9（2）では東風 12m/sをそれぞれ条件と
して与えている。
　メッシュ0512の北西端に位置する建物 5 棟で構成される
延焼クラスタに注目すると、図 9（1）の場合、メッシュ0512
の延焼クラスタ66の延焼クラスタポリゴンがメッシュ0511の
延焼クラスタ21の延焼クラスタポリゴンと重なることから、
メッシュ0512 の延焼クラスタ66で発生した火災はメッシュ
0511の延焼クラスタ21に延焼し、逆にメッシュ0511の延焼
クラスタ21で発生した火災もメッシュ0512 の延焼クラスタ
66に延焼するものと判断される。また、メッシュ0512 の延
焼クラスタ66 の延焼クラスタポリゴンは、メッシュ0612 の
延焼クラスタ23の延焼クラスタポリゴンに近接しているが重
ならないため、これらは相互に延焼しないものとして判断さ
れる。
　一方、図 9（2）の場合は、メッシュ0512 の延焼クラスタ
63の延焼クラスタポリゴンがメッシュ0511の延焼クラスタ21

の延焼クラスタポリゴンと重なることから、メッシュ0512 の
延焼クラスタ63はメッシュ0511の延焼クラスタ21と相互に
延焼するものと判断される。さらに、図 9（2）は図 9（1）に
比べて風速が増加していることから、設定される延焼限界距
離が大きくなり、延焼クラスタポリゴンの範囲も大きくなる。
そのため、メッシュ0512のクラスタ63の延焼クラスタポリゴ
ンはメッシュ0612の延焼クラスタ23の延焼クラスタポリゴン

表1　風速ごとの延焼クラスタの作成状況

風速

対象領域全域に
おいて計算され
た延焼クラスタ
数

対象領域全域に
おける風向 1条
件あたりの平均
延焼クラスタ数

風向 1条件あた
りのメッシュあ
たりの平均延焼
クラスタ数

0m/s 151,654 約 18956.8 約 162.0

6m/s 133,059 約 16632.4 約 142.2

12m/s 120,203 約 15025.4 約 128.4

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
(1) メッシュ 0512の風向・風速条件を東風 6m/s

とした場合 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(2) メッシュ 0512 の風向・風速条件を東風
12m/s とした場合 

0611 0612

05120511

0611 0612

05120511

図９　隣接メッシュに属する延焼クラスタ間の延焼状況
の計算例

表2　延焼クラスタ間の延焼に関するデータの例（図 9 に関連するデータを抜粋のうえ並べ替え）

No.
延焼元クラスタ 延焼先クラスタ

メッシュ ID クラスタ ID 風向 風速 メッシュ ID クラスタ ID 風向 風速
1 0511 21 東 12 0512 66 東 6
2 0512 66 東 6 0511 21 東 12
3 0511 21 東 12 0512 63 東 12
4 0512 63 東 12 0511 21 東 12
5 0512 63 東 12 0612 23 東 12
6 0612 23 東 12 0512 63 東 12
7 0611 27 東 12 0612 23 東 12
8 0612 23 東 12 0611 27 東 12
9 0611 27 東 12 0612 124 東 12
10 0612 124 東 12 0611 27 東 12
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とも重なることから、相互に延焼すると判断される。
　また、同様の計算により、メッシュ0612のクラスタ23とメッ
シュ0611のクラスタ27、メッシュ0611のクラスタ27とメッシュ
0612のクラスタ124が、それぞれ相互に延焼するものとして
計算される。
　表2は、このようなクラスタ間の延焼についてデータ化した
結果を一部抜粋のうえソートしたものである。最初の2行が
図 9（1）におけるメッシュ0512の延焼クラスタ66とメッシュ
0511の延焼クラスタ21の延焼に関するデータであり、その
次の 4 行は図 9（2）におけるメッシュ0512 の延焼クラスタ
63の延焼に関するデータ、残りの 4 行は図 9（1）（2）共通
のメッシュ0611のクラスタ27とメッシュ0612のクラスタ23、
124 の延焼に関するデータである。クラスタ間の延焼につい
ては双方向で記録しているため、1対の延焼クラスタの組み
合わせにつき2つのデータが作られている。
　ちなみに、事後計算では、3.3 の図 5で示したとおり、表
2のようなデータを繰り返し検索し、延焼クラスタを再構成す
る。例えば、図 9（1）の状況において、メッシュ0512 の延
焼クラスタ66から検索を開始すると、延焼元としてメッシュ
ID（0512）、クラスタID（66）、風向（東）、風速（6m/s）を、
延焼先としてメッシュ ID（0511）、風向（東）、風速（12m/s）
をキーとして検索すると、表 2の 2 行目のデータが該当し、
検索の結果からメッシュ0511の延焼クラスタ21へ延焼する
ことがわかる。続いて、検索により得られた結果を延焼元と
して設定し、隣接メッシュの条件と組み合わせて検索を行う
と表 2の1行目が該当するものの、新たな延焼クラスタが見
つからないため、メッシュ0512の延焼クラスタ66とメッシュ
0511の延焼クラスタ21により一つの延焼クラスタが構成さ
れることが把握できることとなる。
　また、図 9（2）の状況において、メッシュ0512 の延焼ク
ラスタ63から検索を開始すると、延焼元としてメッシュ ID

（0512）、クラスタID（63）、風向（東）、風速（12m/s）を指
定し、延焼先としてメッシュ ID（0511）、風向（東）、風速（12m/
s）をキーとして検索を行うことでメッシュ0511の延焼クラス
タ21（4 行目）が該当し、延焼先としてメッシュ ID（0612）、
風向（東）、風速（12m/s）をキーとして検索を行うことでメッシュ
0612 の延焼クラスタ23（5 行目）が該当する。順次、新た
に見つかったクラスタの情報をキーとして検索を行い、メッ
シュ0611の延焼クラスタ27やメッシュ0612の延焼クラスタ
124を見つけ出し、5つの部分的な延焼クラスタにより一つ
の延焼クラスタが構成されていることが把握できる。
4.2.3　出火率の事前計算
　3.2.3 で述べたとおり、本検討ではPGVの範囲を定め、
その代表値を用いて計算を行うことで計算の簡略化と高速化
を図ることとしている。
　そこで、今回は広域版地震被害想定システムにおいてメッ
シュごとに震度階級を計算し表示する機能があること、震度
階級が社会一般で利用されていることから、PGVの範囲を
震度階級に対応づけ、震度階級に対応するPGVの平均値
を代表値として用いて出火率を算出することにより、出火率
を震度階級に対応する値として準備することとした。なお、
今回は震度 7の範囲は計測震度 6.5 から7とした。また、
発生時刻の影響を補正する係数αと季節の影響を補正する
係数βは、それぞれ広域版地震被害想定システムで用いてい
る値の平均値とした。
　震度階級と震度階級に対応するPGVの範囲及び出火率
を表 3に示す。
4.2.4　延焼がメッシュ内にとどまる延焼クラスタに対する焼

失棟数の事前計算と延焼クラスタデータベースの修正
　各メッシュにおいて、隣接メッシュに属する延焼クラスタへ
延焼する可能性のない延焼クラスタにおける焼失棟数を表 3
に示した出火率から震度階級ごとに計算し、メッシュ単位で

表3　震度階級（JMA）に対応させる出火率の計算結果

震度階級

震度階級に応じた
計測震度の範囲

計測震度の範囲に
対応するPGVの範囲

震度階級
ごとの
PGVの
平均値

震度階級
ごとの
SI 値

震度階級
ごとの家
屋被害率 r

震度階級
ごとの
出火率下限 上限 下限 上限

0 (0 以上 ) 0.5 未満 0.02766 0.05402 0.04084 0.04819 0.00000 0.00000
1 0.5 以上 1.5 未満 0.05402 0.20604 0.13003 0.15344 0.00000 0.00000
2 1.5 以上 2.5 未満 0.20604 0.78587 0.49595 0.58523 0.00000 0.00000
3 2.5 以上 3.5 未満 0.78587 2.99740 1.89163 2.23213 0.00000 0.00000
4 3.5 以上 4.5 未満 2.99740 11.43246 7.21493 8.51361 0.00000 0.00000
5 弱 4.5 以上 5.0 未満 11.43246 22.32735 16.87990 19.91829 0.00000 0.00000
5 強 5.0 以上 5.5 未満 22.32735 43.60486 32.96611 38.90000 0.00328 0.00011
6 弱 5.5 以上 6.0 未満 43.60486 85.15939 64.38213 75.97091 0.03919 0.00049
6 強 6.0 以上 6.5 未満 85.15939 166.31455 125.73697 148.36962 0.16345 0.00117
7 6.5 以上 (7.0 未満 ) 166.31455 324.80889 245.56172 289.76283 0.53555 0.00240
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集計した。
　また、延焼クラスタデータベースから、焼失棟数を事前に
計算した延焼クラスタを削除し、隣接メッシュに属するクラ
スタへ延焼する可能性の或る延焼クラスタのみのデータとし
た。この結果、延焼クラスタデータベースのエントリー数は
58,225となり、エントリー数を1/7 程度に削減することがで
きた。
4.3　事後計算結果の検証
　プログラミング言語Pythonを用いて事後計算を行うツー
ルを作成し、数種類の入力データを用いて計算を行った結果
について検証した。3 種類の計算結果を図10に示す。図10
（1）は、対象地域に一様の風向・風速の風が吹くとともに震
度分布として震度5の揺れが一様に与えられた場合の結果で
ある。焼失棟数は、対象地域全体で約 2,129 棟となった。
　次に、図10 （2）は、図10 （1）に対して一部メッシュの風
速を変化させた場合の焼失棟数の変化を比率で示ししたも
のである。風速を小さくしたメッシュおよびその隣接メッシュ
における焼失棟数が減少する一方、風速を大きくしたメッシュ
およびその隣接メッシュでは焼失棟数が増加していることが
確認できる。これは、次のような理由によると考えられる。
・ 風速を小さくしたメッシュでは延焼限界距離が短くなること
から当該メッシュに属する延焼クラスタに含まれる平均的
な建物数が少なくなる。また、その結果、当該メッシュの
延焼クラスタ及びそれらから延焼することとなる近隣のメッ
シュに属する延焼クラスタの焼失率が減少する。

・ 逆に、風速を大きくしたメッシュでは延焼限界距離が長くな
ることから当該メッシュに属する延焼クラスタに含まれる平
均的な建物数が多くなる。また、その結果、当該メッシュ
に属する延焼クラスタ及びそれらから延焼することとなる近
隣のメッシュに属する延焼クラスタの焼失率が増大する。
　また、図10 （3）は、図10 （1）に対して中心の1行分の
震度を5強から6弱に大きくした場合の焼失棟数の変化を
比率で示ししたものである。震度を大きくしたメッシュおよび
その隣接メッシュにおいて、焼失棟数の増加が認められた。
これは、震度を大きくしたことに伴って出火率が大きくなり、
延焼クラスタの焼失率が増大したためである。
　最後に、図11に関東地震を参考に小田原市付近にマグニ
チュード7.9、震源深さ10kmを設定した場合に広域版地震
被害想定システムで得られる震度分布を入力として与えた場
合の結果を示す。図10（1）の結果と比較すると、入力とし
て与えた震度が全体的に大きくなっていることから焼失棟数
も増加しており、全体で 2,891棟となった。また、複雑な震
度分布にも対応できていることが確認できた。
　実行時間については、デスクトップ PC（Intel Core  i7 
4.2GHz，64GBメモリ）上でツールを実行したところ、図
10, 図 11のいずれの場合においても、1回の計算に4 秒程
度の時間を要した。

4.4　実時間処理の可能性に関する考察
　日本全国の陸地面積を約 378,000 平方キロメートルとする
と、本検討で作成した試作データの対象地域が凡そ103.38
平方キロメートルであることから、対象領域を日本全国に拡大
した場合には面積が約 3,656 倍に拡大することとなる。
　試作したツールではデータ探索にPythonのライブラリ関数
を利用したことから対象の拡大が計算時間に与える影響は明
らかではないが、試作ツールを用いた対象領域の計算に要し
た4 秒から単純計算したとしても4時間程度を要することが
見込まれ、この時間は大規模地震発生後に推定結果が出る
までの時間として十分とは言い難い。
　クラスタ間の延焼に関するデータは条件数の二乗で増加
し、その検索に要する時間が事後処理の実行時間に与える
影響が大きいと考えられることから、本節では、今後の実現
可能性について検証するため、日本全国が今回の対象地域
と同様の市街地であると仮定した場合の探索回数や効率の
良いデータ構造を採用した場合のデータ比較回数等について
考察する。
　前述のとおり、4.2.2の結果から事前計算において隣接メッ
シュにおける延焼クラスタ間での延焼に関して作成したデータ
数は1,693,024となり、4.2.4 の結果から地震発生後に焼失
棟数を計算するために用いる可能性のある延焼クラスタの数
は 58,225となった。これらの数字から単純計算すると、日
本全国では、2億強のクラスタと62億弱のクラスタ間での延
焼に関するデータが事前に準備されることとなる。
　あるメッシュから延焼する場合、北東、北西、南東、南西
の 4方向のメッシュに属する延焼クラスタへの延焼に関する
データは比較的少ないと考えられるため無視すると、延焼ク
ラスタ間の延焼が多く発生すると考えられる東西南北のメッ
シュとの境界が対象地域内に212（=13×8＋ 9×12）ある
ことから、東西南北のメッシュとの境界1つにつき凡そ7,986
の延焼に関するデータが記録されていることになる。また、
隣接メッシュ同士の風向・風速の組み合わせは 576 通りとな
るので、ある隣接メッシュ1対の風向、風速が決まった時に
用いられる可能性のある延焼に関するデータの数は凡そ13.86
（≒7,986÷ 576）となる。これは、双方向のデータであり、概
ね7対の延焼クラスタ間で延焼することとなると考えられる。
　一方、延焼クラスタ数について考えると、東西南北とのメッ
シュとの境界1つあたりの延焼クラスタ数はおよそ275（≒
58,225÷212）となり、これは、風向・風速の 24 条件で
作成された1対のメッシュにおける延焼クラスタの数と考えら
れることから、各メッシュの境界付近で事後計算に用いられ
る延焼クラスタの数はおよそ5.72（≒275÷24÷2）と考え
られる。
　これらの結果から、事後計算に用いる延焼クラスタ及びク
ラスタ間延焼に関するデータのメッシュ境界における平均的な
状況は図12のようになると考えられる。また、対象領域全
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体の風向・風速条件が決定されたとき、事後計算の対象とな
る全延焼クラスタが順次データ探索のキーとして1度用いら
れると考えると、延焼に関するデータの探索手続きは約 2,426
（=58,225÷24≒ 5.72× 2×212）回実行され、探索の結

果として約 2,938（≒13.86× 212）の延焼に関するデータ
が見つけ出されることとなる。以上のことから、日本全国に
対象領域を拡大した場合の探索回数、探索の結果得られる
延焼に関するデータ数は、単純計算でそれぞれ、8,869,456、

 ⇒ 

  
(1) 一様の風（北風、6m/s）、一様の揺れ（震度 5強）を入力として与えた場合 

 ⇒ 

  
(2) (1)に対して一部の風速を変更した場合の焼失棟数の変化率 

 ⇒ 

  
(3) (1)に対して一部の震度を変更した場合の焼失棟数の変化率 

図 10　焼失棟数の計算結果例
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10,741,328と見込まれる。
　続いて、これらの結果を用いて、効率の良いデータ構造を
採用した時のデータの比較回数について検討を行う。1回の
データ探索に要する比較回数はデータの管理形式やアルゴリ
ズムによって大きく異なるが、その中で、少ない計算量で高
速に探索を行う手法としてハッシュ表を用いたチェイン法が知
られている。この手法では、データから算出されるハッシュ
値が同じデータを連結リストでつなげて管理することにより、
探索に要する計算量を大幅に削減することが可能となる。仮
に延焼クラスタ間の延焼に関するデータを延焼元となるクラ
スタの属するメッシュごとに管理することとし、延焼元となる
クラスタと延焼先となるクラスタそれぞれが属するメッシュの
ID、風向、風速から計算される一意の数字をハッシュ値とし
て用いた場合、4,608（=8 方向×576 通り）種のハッシュ値
を持ち、そのうち東西南北方向のメッシュに対応する半分に
7つ程度のノードを持つ線形リストが繋がり、残りの 4方向
に対応する半分に少数のノードが繋がる、図13のようなハッ

 ⇒ 

  
図 11　関東地震を参考にした震源情報を広域版地震被害想定システムに入力して得られる

震度分布を用いた場合

シュ表を作成できると考えられる。この表を用いた場合、延
焼元のクラスタが決定されたときの延焼に関するデータの探
索に要する計算は 8方向についてハッシュ値の計算 1回と
高々7回のクラスタIDの比較にとどまると考えられ、対象範
囲での1回の事後計算におけるクラスタIDの比較回数は多
く見積もって約 135,856 回（=2,426× 7×8）、日本全国に
対象領域を拡大した場合の探索に要するデータの比較回数は
496,689,536と見込まれることとなる。
　なお、計算量を減らすためには、計算対象を絞り込むこと
も有効な手段である。今回の計算では震度5弱以下のメッシュ
では出火率が 0となることや、山間部のメッシュではメッシュ
間で延焼するようなクラスタが存在しない場合が想定される
ことから、それらのメッシュをデータ探索の開始時に選ばな
いように計算手順を修正することにより計算時間を短縮でき
る可能性がある。

5．おわりに

　本報では、広域版地震被害想定システムへ焼失棟数を計
算する機能を追加することを目的として、延焼クラスタを用い

 

・
・
・

・
・
・

風向風速条件
（24種類）

約7対の延焼に
関するデータ

平均5.72個の
延焼クラスタ

・
・
・

576の組み合わせ

図 12　メッシュ境界における延焼クラスタと延焼に関す
るデータの平均的な状況のイメージ

 

ハッシュ値※

1

2

4,608

・
・

・
・

・

・・・

・・・

・・・

延焼先クラスタID

延焼元クラスタID

※ハッシュ値は、延焼元クラスタと延焼先クラスタの属するメッシュのID、
風向、風速から一意に定める

3

約7個のノード

東西南北方向の隣接メッシュに対応するハッ
シュ値のリストには7つ程度ノードが繋がり、
それ以外の4方向の隣接メッシュに対応する
ハッシュ値のリストには少数のノードが繋がる

図 13　メッシュごとのハッシュ表のイメージ
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る手法について検討した内容と、横浜市青葉区を対象とした
データを用いて計算を行い計算時間や計算量について検証を
行った結果について報告した。
　今後の課題としては、計算対象範囲を広げて更なる動作
試験を行い、実際的な時間で計算可能か否かを検証すると
ともに簡略化の程度を見直すことが考えられる。また、従来
の延焼クラスタ方式では延焼限界距離の平均値を用いて双
方向に延焼するか否かを判定しているため、延焼の異方性が
考慮されておらず、異方性を盛り込む手法の検討も課題の一
つと考えられる。
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（Abstract）

Ken-ichi Takanashi and Masafumi Hosokawa 

（Accepted August 19, 2020）

When a large earthquake occurs, it is thought that many fires will occur as seen in past large earthquakes. 
After the occurrence of large earthquake, to estimate the damage rapidly is essential for effective 

countermeasures. Therefore,  in order to add a function for estimating damage due to fire spread to the Wide- Area 
Earthquake Damage Estimation System, we discussed that the fast estimation method using the ideas of fire spreading 
cluster. 

In  this  paper, we  report  on  the details  of  the method,  the  results  of  data  creation  for  the  area  around Aoba 
ward, Yokohama city, and the results of calculating the number of burnt buildings.

A Consideration of the Fast Method for the Earthquake Fire Damage 
Estimation to Add a Function to the Wide-Area Earthquake Damage 

Estimation System 
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1．まえがき

　エタノールは、飲料、有機溶剤、化粧品、生物標本保存、
洗浄剤、燃料、芳香抽出、消毒などの様々な用途で広く使
用されている。燃料として使用されていることが示すように、
エタノールは可燃性である。化粧品として使用されること、ま
た、消毒のために使用される1-3）ことが示すように、エタノー
ルは人間の身近で、皮膚と直接触れるように使用される。エ
タノールが火災になった際には、人体に危険を及ぼすことも
あり得ることから、エタノールの火災危険性についての情報
を提供するものである。ここでは、文献に記載されているエ
タノールの性質、火災となった事例を示す。エタノールの小規
模な燃焼実験を行ったので、その結果も示す。

2．エタノールの性質

　エタノールの性質を表 1に示す。参考のため、比較的下部
引火点が近いメタノール、1-プロパノール、2-プロパノール
の性質も示す。
　エタノールが飲用に使用される際には、通常の場合、水で
希釈された水溶液として使用される。消毒のために使用され
る場合も希釈されて使用されることが多い。一般に水溶性
の可燃性液体を水で希釈した場合、下部引火点は上昇する。
エタノール水溶液の下部引火点を表2と表3に示す。エタノー
ルの濃度が低下するほど、下部引火点が上昇することがわか
る。水で希釈したエタノール水溶液であっても、加熱すれば
引火しうる状態になる。例えば、清酒の火入れ、蒸留のよう
に加熱を伴う工程がある際には注意が必要となる。表3には、
参考のため、比較的引火点が近いメタノール、1-プロパノール、
2-プロパノールを水で希釈した場合の引火点も示す。なお、
希釈による下部引火点の変化に興味のある読者は文献 15か
ら文献 17も参照されたい。

3．事故事例

　エタノールは様々な用途で広く使用されていることから、こ

れまで、様々な分野で火災、爆発の原因になっている。表4
にエタノールが関連した国内の災害事例を示す。表 5に国外
の災害事例を示す。海外でのエタノール産業における1998
年から2014 年の間の災害事例については、文献 39にまと
められているので、関心のある読者はそちらも参照されたい。

4．実験

　エタノールの火災危険性を示すために以下のような実験を
行った。
（1）実験 1　シュリーレン法によるエタノール蒸気の可視化
　エタノールの液面近傍には、エタノール蒸気が存在する。
エタノールの入ったガラスビンを、エタノールがこぼれない程
度に傾けると、エタノール蒸気がガラスビンの外に流出する。

技術報告

エタノールの火災危険性について

鈴木　健

（令和 2年 8月 25 日　受理）

　エタノールは、飲料、有機溶剤、燃料、消毒などの様々な用途で広く使用されている。エタノールが
火災になった際には、人体に危険を及ぼすこともあり得ることから、エタノールの火災事例、火災危険
性についての情報を提供する。

図1　実験 1の結果
シュリーレン法によるエタノール蒸気の可視化
エタノールの液面近傍には、エタノール蒸気が存在する。
エタノールの入ったガラスビン(ガロンビン)を、エタノー
ルがこぼれない程度に傾けると、エタノール蒸気がガラ
スビンの外に流出する。エタノール蒸気は空気より重い
ので、下降する。
白色の破線は、ガラスビンの輪郭を示す。
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表1　アルコールの性質
メタノール エタノール 1- プロパノール 2- プロパノール 出典

別名 メチルアルコール、木精 エチルアルコール、酒精 n- プロピルアルコール イソプロピルアルコール
構造式 CH3OH CH3CH2OH CH3CH2CH2OH CH3CHOHCH3
沸点，℃ 65 78 98 82 4
融点，℃ -96 -115 -127 -90 4
比重 * 0.8 0.8 0.8 0.8 5
蒸気密度 ** 1.1 1.6 2.1 2.1 5
水溶性 *** ∞ ∞ ∞ ∞ 5
下部引火点，℃ 7 9 21 10 4
化学量論温度，℃ 20 22 33 21 4
上部引火点，℃ 44 42 55 38 4
爆発下限界，% 6.0 3.3 2.1 2.0 4
化学量論組成， % 12.25 6.53 4.45 4.45 4
爆発上限界，% 36 19 13.7 12.7 4
蒸気圧，mmHg 
****

1 (-44) 
5 (-25.3)
10 (-16.2)
20 (-6.0)
60 (12.1)
100 (21.2)
200 (34.8)
760 (64.7)

1 (-31.3) 
5 (-12.0)
10 (-2.3)
20 (8.0)
60 (26.0)
100 (34.9)
200 (48.4)
760 (78.4)

1 (-15.0) 
5 (5.0)
10 (14.7)
20 (25.3)
60 (43.5)
100 (52.8)
200 (66.8)
760 (97.8)

1 (-26.1)
5 (-7.0)
10 (2.4)
20 (12.7)
60 (30.5)
100 (39.5)
200 (53.0)
760 (82.5)

4

最低発火温度，℃ 440 400 400 430 6
瞬間発火温度，℃ 565 540 550 555 6
毒性 透明、無色、非常に流動

性の高い液体。純粋なと
きはかすかなアルコール
臭。
経口摂取、皮膚接触、静
脈内、腹腔内投与により
毒性を示す。吸入および
他の投与・摂取方法によ
り、中程度の毒性を示す。
目および皮膚を刺激する。
吸入により全身の刺激剤、
麻酔剤となり、主な毒性
の作用は神経系、特に視
神経、網膜に影響を及ぼ
し、進行すると完全に失
明する。

透明な無色香気性液体、やけ
るような味をもつ。
経口摂取、静脈内投与および
皮膚接触によって中程度の毒
性を示す。
5000 〜 10000 ppm の濃度に
曝すと、目および上部呼吸器
の粘膜を刺激する。1時間続
けて曝すと、麻痺および眠け
を引き起こす可能性がある。
1000 ppm 以上の濃度に曝す
と、頭痛、目、鼻および喉の
刺激を引き起こす可能性があ
る。また長期に及ぶと、眠さ
および倦怠、食欲の低下を引
き起こし、また集中できなく
なる。
多量の服用は、アルコール中
毒を引き起こす可能性があ
る。繰り返しの摂取は、アル
コール中毒に至る可能性があ
る。これは、中枢神経系の抑
圧効果、催奇形性および催腫
瘍性を示す。

透明、無色の液体でアル
コール臭がする。
経口摂取、皮下および静
脈内投与により毒性を示
す。吸入により中程度の
毒性を示す。目の激しい
刺激剤で、皮膚の中程度
の刺激剤である。
動物実験により発ガン性
を示す。

無色透明の液体で、すこし臭
気をもつ。軽い苦みがある。
吸入および腹腔内投与により
中程度の毒性を示す。皮膚を
通じての毒性は低い。
経口摂取および多量のガスの
吸入により、赤面、頭痛、め
まい、ふさきこみ、むかつき、
吐き気、麻痺症状、無感覚症状、
昏睡等を生じる。100 cm3 で致
命的となりうる。

7

角形の容器に注
ぎ液面燃焼させ
た際の質量燃焼
速度，g/(m2･s)

23
( 雰囲気温度 9℃ , 燃焼容器の
寸法 600 mm x 590 mm, 液量
4.5 リットル )

30
( 雰囲気温度 10℃ , 燃焼容器
の寸法2 m x 2 m, 液量65リッ
トル )

42
( 雰囲気温度 10.5℃ , 燃焼容
器の寸法 4 m x 4 m, 液量 600
リットル )

8
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空気との予混合
気の爆発圧力
*****

初期圧力の 8.7 倍
( 初期温度 25℃、気相中のエ
タノール濃度 8 vol%、液体の
エタノールを容器中で気化さ
せた場合 )

初期圧力の 8.3 倍
( 初期温度 50℃、気相中のエ
タノール濃度 8 vol%、液体の
エタノールを容器中で気化さ
せた場合 )

初期圧力の 5.7 倍
( 初期温度 25℃、気相中の
エタノール濃度 11 vol%、52 
wt% エタノール水溶液を容器
中で気化させた場合 )

初期圧力の 7.0 倍
( 初期温度 50℃、気相中の
エタノール濃度 9 vol%、52 
wt% エタノール水溶液を容器
中で気化させた場合 )

9

空気との予混合
気の爆発圧力（絶
対圧 ), kg/cm2
******

4.6(C=8、T=65、t=0.22、
v1=33.4、v2=21.1)
5.6(C=10、T=65、t=0.08、
v1=127.8、v2=70.3)
6.0(C=12、T=65、t=0.08、
v1=140.6、v2=73.8)
6.3(C=15、T=65、t=0.06、
v1=213.0、v2=105.5)
5.9(C=18、T=65、t=0.10、
v1=123.0、v2=59.0)
5.3(C=20、T=65、t=0.18、
v1=70.3、v2=28.1)

6.3(C=15、T=65.6、
t=0.06、v1=213.0、
v2=105.5)
6.3(C=15、T=93.3、
t=0.052、v1=218.0、
v2=112.5)
6.0(C=15、T=121.1、
t=0.049、v1=196.9、
v2=123.0)
5.4(C=15、T=148.9、
t=0.046、v1=196.9、
v2=119.5)
5.3(C=15、T=176.7、
t=0.043、v1=210.9、
v2=123.0)
4.9(C=15、T=204.4、
t=0.039、v1=210/9、
v2=126.6)

3.4(C=5、T=65、t=0.94、
v1=5.3、v2=3.5)
6.5(C=8、T=65、t=0.06、
v1=144.1、v2=105.5)
6.8(C=10、T=65、t=0.056、
v1=175.8、v2=119.5)
7.0(C=12、T=65、t=0.064、
v1=161.7、v2=109.0)
6.7(C=14、T=65、t=0.084、
v1=145.9、v2=80.9)
6.3(C=16、T=65、t=0.23、
v1=84.4、v2=28.1)
5.6(C=18、T=65、t=0.33、
v1=22.9、v2=16.9)
5.1(C=20、T=65、t=0.72、
v1=16.7、v2=7.0)

6.5(C=8、T=65.6、t=0.06、
v1=144.1、v2=105.5)
6.3(C=8、T=93.3、t=0.057、
v1=161.7、v2=109.0)
6.0(C=8、T=121.1、t=0.054、
v1=161.7、v2=110.7)
5.5(C=8、T=148.9、t=0.045、
v1=210.9、v2=123.0)
5.1(C=8、T=176.7、t=0.042、
v1=218.0、v2=119.5)
5.0(C=8、T=204.4、t=0.042、
v1=221.5、v2=119.5)

=109.7、v2=73.8)
6.0(C=8、T=93.3、t=0.07、
v1=135.3、v2=84.4)
5.8(C=8、T=121.1、t=0.065、
v1=140.6、v2=87.9)
5.5(C=8、T=148.9、t=0.060、
v1=140.6、v2=91.4)
5.1(C=8、T=176.7、t=0.054、
v1=154.7、v2=94.6)
4.8(C=8、T=204.4、t=0.045、
v1=161.7、v2=105.5)

10

 *     4℃の水を 1とした
 **    同じ圧力の空気密度を 1とした
 ***   ∞は任意の割合に溶解することを示す
 ****  （ ）内の数値は温度、温度の単位は℃
 *****  円筒容器（内径 150 mm、内高 230 mm、内容積 4リットル）を使用する。容器内を真空にした後、液体のエタノールまたはエタノー

ル水溶液を容器内に注入し、空気を大気圧まで導入する。撹拌後に、容器の中央で、放電により着火する。
 ****** 常圧、容積 10 リットルの容器中で着火した。
C: 気相中のエタノール濃度 , vol%
T: 初期温度 , ℃
t: 最高圧力到達時間（圧力が上昇を開始し始めてから最高圧力に到達するまでの時間）， s
v1: 圧力上昇最大速度（圧力時間曲線の最も傾斜の急な部分での圧力上昇速度），kg/(cm2･s)
v2: 圧力上昇平均速度（最高圧力を最高圧力到達時間で除した値），kg/(cm2･s)
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表2　エタノール水溶液の下部引火点 表3　アルコール水溶液の下部引火点 14)

濃度 , wt% 下部引火点 , ℃
100 14.9 13.0
80 19.0
73.5 22.2
60 22.5
52.2 25.6
40 26.5
33.4 28.7
20 34.0
16.3 37.8
10 47.5
5 60.0
4 64.0
3 70.0
出典 11, 12 13

濃度，wt% メタノール エタノール 1-プロパノール 2-プロパノール
100 12.5 13.5 23.4 13.0
90 16.4 18.0 26.5 15.8
80 18.2 21.5 31.0 19.7
70 21.4 23.0 31.3 20.7
60 24.0 24.3 32.2 22.2
50 25.8 26.3 33.4 23.5
40 29.5 27.3 31.8 21.7
30 36.3 30.2 33.4 25.0
20 43.7 32.2 34.4 30.8
10 56.3 44.5 40.7 39.2
下部引火点の単位 : ℃

表4　エタノールが関連した事故事例（国内）

年 月 都道府県 概要 出典
1968 7 秋田 工場敷地内に移動タンク貯蔵所 * が置いてあった。付近で遊んでいた少年 2名が、タンク底

弁コックを開け、マッチに火をつけ、タンク頂部のマンホールの蓋を開いたところ、火災になっ
た。出火直後に、従業員が駆けつけ、第 5種粉末消火器 1本で消火活動を行った。
マンホールより内部をのぞいていた少年が火傷を負った。
タンク内に微量のエタノール残留していて、着火したと推定された。
* 内容積 1,800 リットル、数日前に濃度 95%のエタノールを移送し、出火日には空であった。

18

1970 10 新潟 工場において、製造工程から出てきた食品添加物に含まれている溶剤（エタノール、ベンゼン、
水）を減圧回収するため、回収機に食品添加物を入れ、蒸気で加熱した。回収機の内圧が上がり、
取り出し用のボトムバルブが開き、食品添加物が流出すると共に、溶剤の蒸気が建物内に拡
がった。溶剤の蒸気が着火し、爆発した。
7名が負傷した。

18

1977 7 大阪 従業員が、エチルアルコールタンク *の攪拌機のスイッチを入れた後、別の作業をしていた。
約 1時間後に、従業員がタンク内の調合の程度をみようとしたところ、火災になった。
自衛消防隊員が、泡消火器、粉末消火器約 25 本を使用し、初期消火活動を行った。
公設消防機関は、ホースを延長したが、放水を行わなかった。
1名が負傷した。
* 容量 600 リットル、2基

18

1977 8 岡山 酒造会社において、エタノールを貯蔵するための屋外貯蔵タンク *の改修工事を行っていた。
下請け作業員が給油管にフランジを取り付けるため、電気溶接機を使用していたところ、タ
ンクで爆発が発生した。
タンクの屋根板が 19 m 飛行した。タンク内のエタノールが燃焼した。
従業員 6名と下請け作業員 3名が、第 5種 10 型粉末消火器 2本と泡消火器 4本を使用し、
隣接するタンクの屋根上から、炎上しているタンクに初期消火活動を行った。地元の元消防
団員 3名が、公設消火栓 1基からホースを 3本延長し、放水を行った。
公設消防機関から、普通ポンプ車2台、指令車2台、10人が出動し、タンクに冷却注水を行った。
1名が負傷した。
エタノール 6キロリットルが焼損した。爆発によりタンク本体が変形した。飛行したタンク
の屋根板により、建築物のスレート製屋根 10 m2 が破損した。
以下のように推定された。食品衛生上の見地から、改修工事中は、通気管から煤煙等が侵入
するのを防ぐため、通気管をビニール袋で密閉していた。タンク内のエタノールの蒸気の逃
げ道がなくなり、給油管にエタノールの蒸気があった。電気溶接を行ったため、着火した。
* 容量 19 キロリットル

18
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1977 9 茨城 通産省のアルコール工場において、飲料用アルコール * を屋外タンク貯蔵所から配管により
鉄道タンク車に積み込んでいた。配管が曲がり、注入管が鉄道タンク車から外れ、飲料用ア
ルコールが鉄道タンク車外に漏洩し、着火し、火災になった。
自衛消防隊員 15 名が消火器 ** を使用し初期消火活動を行った。
公設消防機関から、化学車 1台、タンク車 1台、普通ポンプ車 1台、22 名が出動した。タン
ク車からタンパク泡の放射を、普通ポンプ車から噴霧注水を行った。
積み込み作業を行っていた作業員 2名が火傷を負った。
* エタノール
** 泡消火器　10 型　9本、二酸化炭素消火器　50 型　1本、粉末消火器　10 型　9本、粉末
消火器　50 型　1本

18

1977 10 大阪 工場で、香料の原料を製造していた。反応釜 *の内部を洗浄するため、反応釜の中にエタノー
ルを流し込んだところ、反応釜の付近に置いてあったエタノールの入った 18 リットル缶から
出火した。
1名が負傷した。
* 容量 100 リットル

18

1978 n 山口 アルコール製品タンクヤードのエタノール貯蔵タンク * が爆発した。上部鏡板が飛び、火災
となった。
蒸気消火配管（無弁通気管）に逆流していたエタノール蒸気がドレン抜きバルブ ** より漏れ、
近くでの建屋の解体作業のアセチレン溶断により着火したと推定された。
* 容量 1,000 キロリットル
** 蒸気のウォーターハンマー現象を防ぐため常時開放されていた。

19

1979 9 東京 作業員 3人が、試験的に使用するポンプ設備を用いて、エタノールのろ過作業の実験を行っ
ていた。ポンプからの送油管 *が離脱し、2から 3リットルのエタノールが噴出し、作業員 1
名が全身にエタノールを浴びた。作業員が隣室で脱衣中に、エタノールが着火した。
全身火傷により 1名が負傷した。
* 内径 25 mm

18

1979 10 大阪 17 時 30 分頃、エタノール廃液約 800 リットルが入っている蒸留缶に、2- プロパノール廃液
約 600 リットルを加え、約 30 分間還流を行い、作業を終了した。翌日の 8時頃に、作業員が
隣接するボイラー室の重油バーナーに点火し、作業場を離れた。数分後に、精留塔の突沸管
付近から出火した。

18

1980 9 埼玉 調味料を製造する工場において、作業員が調合をしていた。ポンプと濾過器を接続したゴム
ホースを使って、タンク * から、別のタンクにエタノールを移し替える作業を自動で行って
いた。ポンプとゴムホースを接続した部分からエタノールが噴出した。漏洩したエタノール
が着火し、火災になった。
3名が負傷した。工場が全焼した。
* 容量 8キロリットル

18

1981 8 富山 医薬品の中間体を実験的に生産するプラントにおいて、反応缶にエタノール 360 リットルを
投入した後、反応缶の投入口から粉末 25 kg を投入していたところ、爆発が発生した。
3名が負傷した。

18

1986 8 大阪 酒類を製造する事業所において、エタノールの常圧蒸留装置を停止させ、改造工事を行って
いた。精留塔の最上部で爆発が発生し、胴体が破裂し、接続配管が破損した。
精留塔の下流にあるエタノール気液分離器の配管を改造するためにアセチレンガスバーナー
を使用したため、機器内部に残っていたエタノール蒸気に着火したと推定された。

18

1987 6 三重 味噌、醤油を製造する工場において、敷地内の建物の軒先にドラム缶 6本 * を野積みし、変
性アルコールを貯蔵していた。ドラム缶から 18 リットル缶に詰め替える作業中に、火災が発
生した。
作業員 1名が負傷した。
* 1,200 リットル

18

1988 2 東京 大学の医学部の有機実験室において、16 時頃に、危険物の廃棄用ポリ容器内に落とした注射
針を取るため、廃液 * をポリ容器からアルミ鍋に移し、針を取り除いた後、アルミ鍋から廃
液をポリ容器に戻していたところ、火災が発生した。
火災が発生した実験室がぼやになったが、実験室外に拡大しなかった。
自衛消防隊が初期消火活動を行い、消火に成功した。公設消防機関が出場したが、消火活動
には従事しなかった。
廃液を移し替えていた研究員 1名が火傷により軽傷になった。
こぼれた廃液が、そばにあった暖房用ガスストーブにかかったため、火災になったと推定さ
れた。
* エタノール等からなるアルコール廃液

18
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1988 7 兵庫 化粧品を製造する工場において、以下のような工程で整髪スプレーを製造していた。
　容器→原液充填→ガス充填→キャップ装着→フィルム装着
→フィルム収縮 *→製品箱詰
シュリンクトンネルが火災になった。
以下のように推定された。スプレー缶がシュリンクトンネル内に運ばれ、滞留し、加熱された。
その内の 3本が破裂した。内容物のエタノールが飛散し、着火した。
* 複数個の品物を熱収縮フィルムで覆い、これを加熱してフィルムを収縮させることで品物を
固定し保持する包装をシュリンク包装という。収縮フィルムを使用して、シュリンク包装を
行うための加熱装置をシュリンクトンネルという。

18
20

1988 11 沖縄 酒造会社において、配合室で、移動式電動機 * を使用し、ドラム缶 ** から希釈タンク *** に
エタノールを小分けしていた。移動式電動機に接続していたビニールホースが外れ、エタノー
ルが床面に漏洩し、火災になった。
* 非防爆型
** 200 リットル
*** 円筒縦置型、容量約 5キロリットル

18

1990 6 埼玉 化粧品を製造する工場において、エタノールの入った混合撹拌槽 * に粉末原料を投入してい
たところ、爆発が発生した。
作業員 3名が火傷（軽傷）となった。
* 容量 800 リットル

18

1990 11 愛知 味醂を製造する工場において、エタノール * を移動タンクから原液タンク ** に受け入れた。
可搬式ポンプ *** とゴムホースを用いて、仕込みタンク **** へ移し替えようとしていたところ、
火災になった。
作業者 1名が全身火傷で重傷になった。工場が半焼した。
ポンプの空気弁が外れて噴出したエタノールが着火したと推定された。
* 濃度 95%
** 容量 8キロリットル
*** 非防爆
**** 水で希釈するタンク、容量 7キロリットル

18

1990 n 三重 金属製品を製造する工場内の実験室において、チューブ内をエタノールで洗浄後、恒温槽に
入れた。約 5分後に恒温槽が爆発し、前面扉が吹き飛び、作業者の胸部を直撃した。
1名が死亡した。
チューブに残留したエタノールが気化し、空気との予混合気が着火したと推定された。

19

1991 n 大分 酒造会社の焼酎原酒貯蔵タンク * において、断熱材取付用アングルをタンク外周にアーク溶
接していたところ、タンク内で爆発が起きた。
タンク内にあった原酒 ** から気化したエタノールと空気の予混合気がアーク溶接により着火
したと推定された。
* 容量 360 キロリットル
** 濃度 44%

19

1992 n 栃木 サラダドレッシング調合液の腐敗防止用添加剤である変性アルコール * を運ぶため、鉄架台
に 110 リットルのポリ容器をのせクレーンで移送中、架台を吊るワイヤーロープがはずれて
ポリ容器が落下した。飛散したアルコールが着火し、火災となった。
5名が負傷した。
* エタノール 95%

19

1992 11 神奈川 粉体材料をエタノールで溶解し、香料、整髪料を製造する工場において爆発が発生した。
作業員 1名が死亡し、1名が重傷を負った。
原因については以下のように推定された。溶解槽 * が自動加熱に設定されていたが、溶解槽
内にエタノールが注入された。槽内温度が 80℃に設定されてたため、エタノールが気化した。
エタノールと空気の予混合気が着火した。
* 容量 1,000 リットル

18

1993 3 東京 石けん工場において、テレビスタッフが石けん製造工程をテレビ取材していた。石けん製造
工程の終わりの頃に火災が発生した。
6名が軽症になった。
製造工程からエタノールの蒸気が発生し、エタノールと空気の予混合気が、撮影用ライト *
により着火したと推定された。
* 100 V、500 Wのハロゲンライト

21

1994 n 愛知 アルコール類製造所において、エチルアルコールを屋内貯蔵タンク * に移送注入していたと
ころ、爆発が起きた。流れ出たアルコールにより付近が火災になった。
タンク上部で注入を確認していた 1名が焼死した。
* 容量 35 キロリットル

19
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1997 8 富山 工業用アルコールの卸売りをする会社において、エタノールを貯蔵するための屋外タンク *
の歩廊橋改造工事をしていた。屋外タンク内のエタノールを抜き取り、窒素でパージし、歩
廊上で手すりの溶断工事を行っていたところ、屋外タンク内で爆発が発生した。
屋根板が約 30 m 離れた線路上に落下した。半径 70 m の範囲内の住宅 6棟の窓ガラス等が破
損した。工事中の作業員 1名が重傷、付近の住民 1名が軽傷、活動中の消防団員 1名が軽傷
になった。
窒素によるパージが完全ではなかったため、溶接作業により、タンク内の予混合気に着火し
たと推定された。
* 固定屋根式（地上）タンク、容量 50 キロリットル、内径 3.8 m、高さ 4.5 m

18

1998 n 岐阜 医薬品工場の乾燥設備において、ビタミンEとエタノール等の顆粒状の混合物を自動運転に
より乾燥していたところ、爆発した。
乾燥室と隣室で作業していた 6名が火傷やガラス片により負傷した。
乾燥機から室内にエタノール蒸気が漏れ、空気との予混合気が着火したと推定された。

19

1999 5 大阪 酒を製造する事業所において、以下のような作業を行っていた。
(1) タンクAから、タンクCに、エタノール *を送る。
(2) タンク Bから、タンクCに、グラニュー糖液を送る。
(3) タンク C内において、エタノール、グラニュー糖液、精製水を混ぜ、アルコール度数の調
整を行う。
(4) ポンプ **1 台を使用し、配管をつなぎ替えて、エタノールを送る作業とグラニュー糖液を
送る作業を行う。
タンクAから、タンクCに、エタノールを送ったところ、ポンプのタンクC側の配管が外れ
ており、エタノールが漏洩していた。漏洩していたエタノールが着火し、火災になった。
作業員 1名が重傷になった。
* 濃度 95%
** 非防爆

18

2000 5 兵庫 アルコールの貯蔵、販売を行う事業所のローリー充填所において、タンクローリーにエタノー
ルの充填作業を行っていた。この際、変性剤をエタノールに溶解させていた。タンクローリー
の第 1槽で爆発が発生し、充填作業中の作業員 2名が負傷 *した。充填所が全焼した。
* 重傷 1名、軽傷 1名

18

2001 n 宮﨑 酒造会社の屋外原酒タンク * において、タンク上部に架台を設置するためにアーク溶接作業
をしていたところ、タンクが爆発し、火災となった。爆発により、タンク上部は約 45 m 飛んだ。
タンク上部にいた作業者 1名は約 20 m 飛び死亡した。
タンク内にあった原酒 ** から気化したエタノールと空気の予混合気がアーク溶接により着火
したと推定された。
* ステンレス製、高さ 4 m
** 濃度約 40%

19

2007 n 富山 医薬品製造工場において、混合した原料を造粒機によって顆粒状にしていたところ、造粒機
が爆発して火災になった。
原料に含まれていたエタノールの蒸気と空気の予混合気が着火したと推定された。

19

2007  12 茨城 医薬品の原薬を製造する事業所において、作業員 2名で、エタノールを使用し、ろ過機 * を
洗浄していた。洗浄ノズルで接続口を洗浄していたところ、エタノールに着火し、火災になっ
た。床面上にエタノールがたまっていたため、作業員 1名の足下でも火炎が形成された。
作業員 1名が火傷により軽症になった。
* 直径 200 mm、高さ 800 mm

18

2008 5 茨城 廃棄物処理業者の廃棄作業場において、クラッシャー機 *を使用し、エアゾール缶に穴を開け、
内容液 ** をドラム缶に回収していた。ドラム缶内の可燃性蒸気に着火した。クラッシャー機
内と大気中に放出するための金属ダクト内にあったエアゾール缶の噴射剤なども着火し、爆
発した。
作業をしていた社員 1名が中等症になった。他の社員 3名も煙を吸って軽傷になった。
* エアゾール缶に穴を開ける機械
** 主成分はエタノール

18

2008 n n 理科の実験を班ごとに実施していた。加熱しているステンレスの皿の上にある酸化銅に、ビー
カーに入っているエタノールをたらした。この際、ビーカー中のエタノールに着火した。あ
わててビーカーを机の上に置いたとき、エタノールが飛び出した。生徒 * の右手、右上、右
耳にかかり、火傷した。
* 中学 3年、男

22

2008 3 東京 大学の建物 * の 3 階にある実験室から出火した。ドラフトチャンバー内のバケツの中で、エ
タノールと水の混合液を使用して、ナトリウムの廃棄処理をしていた。廃棄処理を速めるた
めにナトリウムの量を増やしたところ、化学反応が激しくなり、ナトリウムが燃えた。初期
消火の際に、ナトリウムが禁水性であることを思い出し、エタノールをかけたところ、火炎
が大きくなった。
1名が負傷した。ドラフトチャンバーが焼損した。
* 耐火造（地上 4階、地下 4階建）

23
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2009 10 東京 大学の建物 * の 2 階にある実験室から出火した。エタノールをビーカーに入れ、実験してい
たところ、エタノールが少なくなったので、エタノールが入った缶からビーカーに継ぎ足した。
近くで使用していたガスバーナーにより、エタノールが着火し、火災になった。
1名が負傷した。
* 耐火造（地上 2階建）

23

2009 11 福岡 午前 4時過ぎに、準耐火造 2階建産業用建築物 * が火災になり、火災に気がついた通行人が
消防機関に通報した。1階屋内階段下の倉庫で、オーナーが焼死体で発見された。焼死体の
付近には、ライター、消毒用アルコール容器などがあった。
オーナーが倉庫内で消毒用エタノールを取り扱っていた際に、照明の代わりにするためにラ
イターの裸火を使用し、エタノールに引火したと推定された。
* 建築面積 247 m2、延面積 392 m2、1 階はレストランと厨房、2階はカラオケ店と厨房

24

2010 n n 理科の授業において、実験をグループに分かれ、実施していた。エタノールによる燃焼実験
を中庭で 5人で行っていた。教師は、他のグループ実験を手伝い、みていたので、窓から指
示していた。3対 2の対面で、空気中にエタノールを噴霧して火をつけたところ、生徒 *が火
傷した。エタノールが対面した生徒の衣服、手足にかかり着火したと推定された。
* 中学 2年、女

22

2010 7 大阪 染料等を製造する事業所において、以下のような作業をしていた。
(1) 空の 20 号タンクに窒素を投入し、タンク内を置換する。
(2) エタノール等のアルコール、添加物、合成樹脂類、顔料を仕込み、約 2時間撹拌する。
(3)タンクの上部のマンホールから、ビニール袋に入った粉末の顔料を50 kg投入し、撹拌する。
(3) の工程において、顔料 30 kg を投入し、残りの 20 kg の顔料の投入を開始したところ、マ
ンホール付近で火災になった。火災発生後に、顔料を投入する作業を行っていた作業員がマ
ンホールの蓋を閉めた。
作業員 1名が火傷により軽症になった

18

2010 8 埼玉 化粧品を製造する事業所において、調合タンク * に、エタノールと化粧品の原料を投入して
いた。エタノールの蒸気に着火し、爆発した。
作業員 1名が火傷により重傷となった。屋根、壁が破損した。
* 屋内タンク、内径 1.8 m、高さ 2 m

18

2010 9 兵庫 ヘアースプレー缶を製品保護フィルムで包装する作業を行っていたところ、火災が発生し、
包装する機械が焼損した。
保護フィルムを切断する部分で、ヘアースプレー缶を噛み込み、内容物であるエタノールと
LPGが漏れ、着火したと推定された。

18

2011 3 三重 化学会社においてエタノールを生成するプラントが定期修理中であった。電動グラインダー
を用いて、配管の一部を切断する作業を行っていたところ、火災が発生した。
火災により、配管の一部が変色し、養生用シートの一部が溶融した。
配管内に残っていたエタノールが、切断作業により着火したと推定された。

18

2011 6 埼玉 香料の製造販売を行う会社において、反応釜 * に香料、エタノール、触媒を投入し、生成中
に火災が発生した。
* ステンレス製、容量 2,000 リットル

18

2011 10 埼玉 香料の製造販売を行う会社において、調合室で香料を生成中であった。エタノールの入った
ステンレス容器 *に、プラスチック容器に入っていた原料を投入した際に火災が発生した。
* 容量 200 リットル

18

2020 6 長野 中学校の理科室において、変色した消毒液を再利用しようと蒸留していたところ、気化した
エタノールが着火し、火災になった。
理科室にいた教諭 2名が火傷を負った。

25

n n n 医療機関において、膀胱部分切除、結腸除去、瘻孔閉鎖術の際、外科医師Aは、閉創前に消
毒薬で皮膚を消毒、綿球で創を消毒後、周囲の皮膚に消毒薬を振りかけた。その後、助手の
外科医師Bに閉創を依頼し、家族への説明のために手術室を出ようとした。外科医師Bが閉
創しようとしたところ、一部出血があった。そのため、電気メス ** を使用したところ、創の
上においたガーゼが着火した。消火活動のため、生理食塩水をかけた。滅菌ドレープを外し
たところ、創正面に 1度火傷があった。
* クロルヘキシジングルコン酸塩を含むエタノール溶液。日局エタノール83 vol%を含有する。
日局エタノールのエタノール濃度は約 95 vol% である。
** 高周波電流で白熱したフィラメント。皮膚、内臓の組織を焼灼して行う手術に用いる。止
血も同時に行うことができる。

26
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n n n 医療機関Aにおいて、胃全摘術終了後に、左側腹部からプリーツドレーン *を留置する際に、
消毒薬 ** で皮膚の消毒を行った。真皮以深を電気メスで切開する際に、消毒薬が着火し、熱
傷を生じた。
電気メスを使用したことにより、消毒薬に含まれるエタノールが着火したと推定された。
術者は、医療機関Aに赴任後、初回の施術であった。赴任前の医療機関Bでは、エタノール
を含有しない消毒薬を使用していた。医療機関Aで使用している消毒薬の成分の確認を十分
に行わなかったと考えられた。
* 手術後に、体内の血液、空気等の除去のために、体内に留置するチューブ
** クロルヘキシジングルコン酸塩を含むエタノール溶液。エタノール濃度は約 77 vol%。

27

n n n 医療機関において、慢性硬膜下水腫の患者が緊急手術となった。手術室で、消毒薬を使用し
皮膚の消毒を行った後、滅菌シーツで覆い、創部を被服フィルムでシールし、左側の皮膚を
約 4 cm 切開した。その後、皮膚からの出血を電気メスで止血中、後頭部付近に火が見えた。
直ちに覆布を外したところ、後頭部に敷いた紙おむつと毛髪が燃えていた。消火活動のため、
執刀医と助手 2名が両手で火のある部分をたたきながら、生理食塩水を使った。
消毒薬に含まれるエタノールが、電気メスにより着火したと推定された。
* クロルヘキシジングルコン酸塩を含むエタノール溶液。第 4類、危険等級Ⅱ。

27
28

n n n 医療機関において、開心術後に ICUで管理していた患者がPEAとなり、CPRを開始した。
心拍再開したが、再度心停止となり、ベッドサイドで開胸することとなった。医師より消毒
薬を依頼された際、エタノールを含まないポピドンヨード製剤を使い切っていた。看護師は、
処置カートや開胸セット内にポピドンヨード製剤がなかったため、クロルヘキシジングルコ
ン酸塩エタノール消毒液 1%* でよいか確認して渡した。医師は渡された消毒薬で消毒した。
開胸時に電気メスを使用したところ、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液 1%
の入った綿球入りカップと、消毒液の浸潤したガーゼに着火した。患者の腹部、上肢に火が
拡がった。消火活動のために、医師が、生理食塩水を火のある部分にかけ、生理食塩水の染
みこんだガーゼを火のある部分に押し当てた。左頭部付近の毛髪も一部燃えた。
腹部にⅠ度とⅡ度の火傷があった。
* エタノール 濃度 83 vol%

28
29

n: 記載なし

表5　エタノールが関連した事故事例（国外）

年 月 都道府県 概要 出典
1997 4 米国 作業員 2名が、変性アルコールを貯蔵するタンク * の屋根の上で液面計の交換作業を行って

いた。タンク内で爆発が発生し、作業員 1名はセメントの道路上に落下し死亡し、作業員 1
名は草地に落ちて負傷した。
以下のように推定された。液面計**を交換するために配線を外し、タンクの屋根の上に置いた。
液面計を外したため、タンク内からエタノール蒸気がタンク外に流れた。エタノール蒸気が
配線 *** に達し、着火し、火炎がタンク内に伝ぱした。
* 高さ 20 ft、エタノール約 6,000 gallon を貯蔵
** 防爆型
*** 活線であった

30

2000 7 フランス エタノールを製造する工場において、96% 無水エタノールを貯蔵するタンク * が爆発した。
タンクの屋根が飛び、タンクが火災になった。消火に約 3時間を要した。周囲のタンクには
延焼しなかった。
発災日は嵐であったので、出荷を停止していた。落雷により出火したと推定された。
負傷者はいなかった。
* 容量 5,000 キロリットル、貯蔵量 1,000 キロリットル

31

2001 9 フランス エタノールを製造する工場において、空のタンク*に過マンガン酸カリウム**50 kgとエタノー
ル ***15 m3 を投入した。その後、タンクが爆発し、火災になった。爆発の際に、タンクの屋
根は 10 m 飛んだ。周辺のタンク 3基が爆発し、屋根が飛んだ。
負傷者はいなかった。
投入された過マンガン酸カリウムの量が過剰であったため、過マンガン酸カリウムとエタノー
ルの間で発生した酸化反応の反応熱により、タンク内にあったエタノールと空気の予混合気
が着火したと推定された。
* 容量 1,500 m3
** エタノールに含まれる微量の含硫黄化合物を除去するために使用されていた。
*** 濃度 96%

32
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2006 10 米国 貨物列車が鉄道橋を通過する際に脱線した。貨物列車の編成は、機関車 3両、貨車 3両、タ
ンク車 83 両であった。
タンク車23両が脱線した。脱線したタンク車12両から、エタノール*28,700 gallonが漏洩した。
漏洩したエタノールに着火し、火災になった。
脱線により、タンク車 8両が橋から川に落下した。積載されていたエタノールは流出した。
負傷者はいなかった。付近の家屋と建物が避難の対象になった。
* 変性アルコール

33

2007 11 米国 大学の生化学の研究室において、13 時 30 分頃に、大学院生が滅菌作業を行っていた。その
ために、ガラスビンからペトリ皿にエタノールを注ぎ、ガラス棒をペトリ皿上に置き、ガラ
ス棒をブンゼン火炎中に置いた。ガラスビン * からエタノールがこぼれ、大学院生 ** のシャ
ツと腕にかかり、床上にも流れた。大学院生のシャツと腕のエタノールに着火した。大学院
生は、友人と共に、大学の診療所に歩いていった。大学院生は、腕と胸の 1度火傷と 2度火
傷により、7日入院した。
* ガラスビンには 50 から 100 cm3 のエタノールが入っていた。
** 大学院生は、綿の長袖シャツの上にポリエステルのシャツを着ていた。

34

2009 6 米国 36 mph で走行していた貨物列車が、踏切で脱線した。貨物列車の編成は、機関車 2両、砂利
を積載したバッファー車1両、タンク車75両、他38両であった。タンク車には合計で2,158,724 
gallon のエタノール * が積載されていた。19 両が脱線し、脱線したのはすべてエタノールを
積載したタンク車であった。脱線したタンク車 13 両からエタノールが漏洩し、火災になった。
脱線が発生した際に、踏切を列車が通過するのを待っていた自動車があった。火災により、
自動車Aに乗っていた 1名が死亡し、2名が重傷になった。自動車Bに乗っていた 5名が負
傷した。現場で火災に対応した消防隊員 2名が軽症になった。事故現場から半径 0.5 mile の
範囲内の住民約 600 名が避難した。
* 変性アルコール

35

2015 8 フランス 酢を製造する工場において、タンク * が爆発した。爆発によりタンクが破断した。タンクの
上部 ** が工場の建屋の屋根を破壊し、80 m 飛行し、工場外の線路上に落下した。
爆発したタンクに隣接する建物が損壊した。爆発したタンクの近くにあったタンクが変形し
た。作業員 2名が負傷した。
原因については以下のように推定された。タンク内のエタノールの濃度は 9%と思われてい
たが、20%であった。タンクの外壁にパイプを溶接する作業を行っていたために、予混合気
に着火した。
以下のことも寄与したと推定された。
・溶接作業の熱によりタンクの内容物が加熱された。
・発災時は外気の温度が 35℃だった。
* ステンレス製、容量 150 m3、エタノールと酢の混合物を 38.5 m3 貯蔵していた
** 直径 4 m、高さ 13 m、重量 3.5 ton

36

2015 9 米国 貨物列車が、短い橋を通過する際に脱線した。貨物列車の編成は、機関車 3両、タンク車 96 両、
砂を積載したホッパー車 2両であった。
先頭のタンク車7両が脱線した。脱線したタンク車の内の2両は破損し、積載していたエタノー
ル *49,743 gallon が漏洩した。さらに脱線したタンク車の底部のバルブからエタノールが漏
洩した。漏洩したエタノールに着火し、火災になった。
負傷者はいなかった。避難は行われなかった。
* 変性アルコール

37

2017 3 米国 貨物列車が木製の鉄道橋を通過する際に脱線した。貨物列車の編成は、機関車 3両、タンク
車 98 両、砂を積載したバッファー車 2両であった。
タンク車 20 両が脱線した。脱線したタンク車 14 両から、エタノール *322,000 gallon が漏洩
した。漏洩したエタノールに着火し、火災になった。
負傷者はいなかった。付近の家屋 3軒が避難の対象になった。脱線と火災の影響により、鉄
道橋が破壊された。
* 変性アルコール

38

エタノール蒸気は空気より重いので、下降する。ガロンビン
から流出したエタノール蒸気が下降する様子をシュリーレン法
により可視化した。なお、シュリーレン法の原理については、
文献40を参照されたい。
（2）実験 2　エタノールの表面に沿っての火炎の拡がり
　エタノールの液温が下部引火点以上であった場合、液面
近傍には可燃性予混合気が存在する。着火源を液面に十分
に接近させると、可燃性予混合気が着火され、火炎が液面

上を伝ぱする。ステンレス製の皿の縁の近くまでエタノール約
90 cm3を注ぎ、図 2（a）に示すように、裸火を接近させた。
皿は上から見ると楕円に近い形状をしていて、大きさは、縦
18 cm、横 8.5 cm、深さ8 mmである。火炎の伝ぱする様子
を撮影した。
（3）実験 3　エタノール/空気予混合気中の火炎伝ぱ
　エタノールの蒸気と空気が混合し、エタノールの濃度が燃
焼下限界以上であった場合、着火源があれば、火炎が可燃
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性予混合気中を伝ぱする。大きさの異なる2 種類の実験装
置を使用し、実験装置内にあるエタノールと空気の可燃性予
混合気中を火炎が伝ぱする様子を観察した。
　図 3（a）に示すようなステンレス製の小型の実験装置を使
用した。内寸は 20 cm ×20 cm×20 cm、外寸は 21.5 cm
×21.5 cm×20.8 cmである。小型の実験装置の上面には
窓（20 cm×20 cm）があり、側面の2面にも窓（15 cm×
15 cm）がある。小型の実験装置の外側から、窓にポリエチ

図2　実験 2の結果
　　　 エタノールの表面に沿っての火炎の拡がり
　　　 周囲雰囲気温度 :24.6℃　t: 経過時間

(a)t=-1/30 s

(b)t=0

(c)t=1/30 s

(d)t=2/30 s

(e)t=3/30 s

(f)t=4/30 s

(g)t=19/30 s

裸火

皿

10 cm
Scale

レンシート（厚さ0.1 mm）を貼り付けることにより窓をふさぎ、
小型の実験装置を密閉する。小型の実験装置の内部の床面
にステンレス製のシャーレを設置し、シャーレ内にエタノール
を注ぎ、エタノールが気化するのを待つ。気化を早めるために、
シャーレの下にリボンヒーターを設置し、加熱する。シャーレ
内のエタノールがすべて気化した後に、電気火花を発生させ
る。内部の攪拌は行わなかった。
　大型の実験装置として、金属製アングルでつくった直方
体の枠（1 m ×1 m×40 cm）の 6面に、ポリエチレンシー
ト（厚さ0.1 mm）を貼り付けたものを使用した。実験装
置の内部の床面にアルミニウム製のトレイを置き、トレイ内
にエタノールを注ぎ気化するのを待つ。気化を早めるため
に、アルミニウム製のトレイの下にリボンヒーターを設置し、
加熱する。アルミニウム製のトレイ内のエタノールがすべて気
化した後に、電気火花を発生させる。内部の攪拌は行わなかっ
た。なお、大型の実験装置を使用した実験のみ横浜市消防
局と共同で行った。
（4）実験 4　エタノールのミストの着火
　エタノールを消毒のために使用する際には、スプレーボトル
を使用し、ミストとして対象物に噴射することがある。着火
源があった場合、粉塵爆発のように、液体のミスト中を火炎
が伝ぱする場合がある 41）。図 5（a）に示すように、市販のス
プレーボトルを使用し、ライターの小さな火炎に向けて、エタ
ノールのミストを噴射し、火炎が伝ぱする様子を観察した。

5．実験結果

　以下に実験の結果を示す。
（1）実験 1　シュリーレン法によるエタノール蒸気の可視化
　シュリーレン画像を図1に示す。ガラスビンの口から外部に
流出したエタノール蒸気が、下降する様子が可視化されてい
る。
（2）実験 2　エタノールの表面に沿っての火炎の拡がり
　エタノールの液面に沿って火炎が拡がる様子を図2に示す。
火炎の拡がる速度は約 2 m/sであった。液面に沿っての火
炎の拡がりは早いので、漏洩時には注意が必要となる。
（3）実験 3　エタノール/空気予混合気中の火炎伝ぱ
　小型の実験装置内にあるエタノールと空気の可燃性予混合
気中を火炎が伝ぱする様子を図 3に示す。毎秒120コマの
速度で撮影し、1コマおきに静止画を並べた。液体のエタノー
ル1.07 gをシャーレに注いだので、エタノールがすべて気化
した場合における、気相中のエタノールの濃度は、7%であっ
た。電気火花を発生させると、火炎ができ、時間の経過と共
に火炎が大きくなった。内圧が上昇すると、窓に貼り付けた
ポリエチレンシートがはがれ、火炎が外部に噴出した。なお、
実験室内の環境は、温度 27.3℃，湿度 56%であった。
　大型の実験装置内にあるエタノールと空気の可燃性予混合
気中を火炎が伝ぱする様子を図 4に示す。毎秒1000コマの
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電気火花
発生装置

電気火花が発
生する位置

窓(縦15 cm, 横15 cm)
ポリエチレンシートを貼
り付けてふさぐ

窓(縦20 cm, 横20 cm)
ポリエチレンシートを貼り
付けてふさぐ

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Scale

10 cm
シャーレ

図 3　実験 3の結果
小型の実験装置内でのエタノール /空気予混合気中の火炎伝ぱの様子
(a) 実験装置
(b) 着火直後　
(c), (d) 火炎が実験装置内を伝ぱ
(e), (f) ポリエチレンシートがはがれ、火炎が外部に噴出
(b) から (f) の時間間隔 1/120 s　

速度で撮影した。ナックイメージテクノロジー社製 HX-3を
使用した。液体のエタノール 55.52 gをトレイに注いだので、
エタノールがすべて気化した場合における、気相中のエタノー
ルの濃度は、7%であった。電気火花を発生させると、火炎
ができ、時間の経過と共に火炎が大きくなった。内圧が上昇
すると、枠に貼り付けたポリエチレンシートがはがれ、開口
ができ、火炎が外部に噴出した。なお、実験室内の環境は、
温度 21.1℃、湿度 32%、気圧 1011.1 hPaであった。
（4）実験 4　エタノールのミストの着火

　ミスト中を火炎が伝ぱする様子を図 5に示す。毎秒 240
コマの速度で撮影し、10コマおきに静止画を並べた。市販
のスプレーボトルでつくったミストを、ライターの裸火に向け
て噴射したところ、大きな火炎ができた。なお、ミストの状
態によっては、ミストの一部が燃焼せずに床面に落下するこ
とがあった。周囲雰囲気温度が、エタノールの下部引火点よ
りも高い場合、着火源があれば床面に落下したエタノールは
燃焼を開始する。
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アルミニウム製のトレイ

電気火花が発
生する位置

20 cm

Scale

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

ポリエチレン
シートを貼り
付けてふさぐ
他の面も同様

図4　実験 3の結果
大型の実験装置内でのエタノール /空気予混合気中の火
炎伝ぱの様子
(a) 着火
(b) 着火から 25 ms 後
   火炎が実験装置内を伝ぱ
(c) 着火から 50 ms 後
   火炎が実験装置内を伝ぱ
(d) 着火から 95 ms 後
   ポリエチレンシートがはがれ、開口ができる
(e) 着火から 150 ms 後
    ポリエチレンシートがはがれ、火炎が開口から外部に
噴出

6．まとめ

　エタノールは、飲料、有機溶剤、燃料、消毒などの様々な
用途で広く使用されている。エタノールが火災になった際に
は、人体に危険を及ぼすこともあり得ることから、エタノール
の火災危険性についての情報を提供した。本報告が公設消
防機関の役に立てば幸いである。

7．参考文献

1．人見潤: アルコールと殺菌の話, Kao Hygiene Solution, 8, 
pp.16-17, 2005  （http://www.kao.co.jp） （Last accessed 
on 7 May 2020）
2．各地の酒造，消毒需要に的， 日本経済新聞，2020 年 5
月10日掲載記事
3．余ったビールを消毒用アルコールに， 朝日新聞，2020 年
5月9日掲載記事
4．柳生昭三: 引火温度-爆発限界の関係線図（3），安全工学，
24 （5），pp.271-276，1985
5．日本化学会（編集）: 化学防災指針集成，丸善，1996
6．柳生昭三 : 発火温度の測定データ（4），安全工学，11（5），
pp.276-278, 1972
7．藤原鎭男（監訳）: ザックス有害物質データブック，丸善，
1990
8．Health and Safety Executive: Measurement of Burning 
Rate and Radiative Heat Transfer for Pools of Ethanol 
and Cask-strength Whisky, RR1144, 2019
9．堀口貞茲 : エチルアルコール水溶液の爆発危険性，安全
工学，33（5）， pp.296-300, 1994
10．安全工学協会 : 改訂 安全工学便覧， p.235-240，コロ
ナ社，1980
11．アルコール協会，バイオインダストリー協会（編集）: アル
コールハンドブック，第 9版，p.61，技報堂，2007
12．アルコール協会 : エタノール水溶液の引火点 （http://
www.alcohol.jp） （Last accessed on 18 May 2020）
13．水谷高彰，佐藤嘉彦，八島正明 : 混合液体の引火
点の測定，労働安全衛生総合研究所特別研究報告，
JNIOSH-SRR-NO.45，pp.33-38，2015
14．飯干博朗，植竹和也 : 水溶性引火性溶液の引火危険
性，第 21回安全工学シンポジウム講演予稿集，pp.70-
73，1991
15．金坂武雄，内田稔 : 水溶性可燃液体の危険性，消防
科学研究所報，2，p.18-21，1965
16．宮尾賢，鈴木克之，谷悠太，⻆熊祐司，水田亮，中山
隆裕，関口恒平，望月真，海和晋史，鳥谷淳 : 濃度等の
異なる危険物の性質に関する検証，消防技術安全所報，
54，pp.68-74，2017
17．東京消防庁消防技術安全所危険物質検証課 : 濃度等



消防研究所報告　第 129 号	 2020 年 9 月

― 47 ―

の異なる危険物の性質に関する検証，月刊消防，11月号，
pp.50-54，2018
18．消防庁 : 危険物施設に係る事故事例
19．労働安全衛生総合研究所 : 爆発火災データべース
（http://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/
houkoku_2018_02.html） （Last  accessed  on  11 May 
2020）
20．内航ジャーナル編集部 : 物流辞典，第 3版，内航ジャー

Scale

10 cm

裸火

スプレーボトル
のノズル部分 (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

図5　実験 4の結果
エタノールのミスト火炎の大きくなる様子
周囲雰囲気温度 27℃
(a) から (e) の時間間隔 1/24 s

ナル，2010
21．東京消防庁 : 主任調査官からの報告No．149 取材用ラ
イトの放射熱によりエタノールガスに着火した石鹸工場火
災，東京消防，6月号，pp.157-158，1993
22．日本スポーツ振興センター: 学校事故事例検索データベー
ス （http://www.jpnsport.go.jp） （Last accessed on 22 
June 2020）
23．東京消防庁 : 火災の実態



消防研究所報告　第 129 号	 2020 年 9 月

― 48 ―

24．髙艸嘉文: 飲食店舗の消毒用エタノールに引火した火災，
火災，61（3），No．312，pp.43-46，2011
25．信州大学教育学部付属松本中学校の火災について，信
州大学，2020 年 6月 23日プレスリリース （http://www.
shinshu-u.ac.jp） （Last accessed on 23 June 2020）
26．日本医療機能評価機構 : 医療事故情報収集等事業
第 27 回報告書，2011 （http://www.med-safe.jp） （Last 
accessed on 19 June 2020）
27．日本医療機能評価機構 : 医療事故情報収集等事業
第 37 回報告書，2014 （http://www.med-safe.jp） （Last 
accessed on 19 June 2020）
28．日本医療機能評価機構 : 医療事故情報収集等事業 - 
報告事例 （http://www.med-safe.jp） （Last accessed on 
19 June 2020）
29．日本医療機能評価機構 : 医療事故情報収集等事業
第 59 回報告書，2019 （http://www.med-safe.jp） （Last 
accessed on 19 June 2020）
30．Occupational Safety and Health Administration: Ac-
cident 201760394 - One Employee Killed，One Injured 
In Ethanol Explosion （http://www.osha.gov） （Last ac-
cessed on 8 June 2020）
31．French Ministry of  the Environment - DPPR/SEI/
BARPI: Explosion of an alcohol-tank in a sugar facto-
ry/distillery，ARIA No．18325 （http://www.aria.devel-
oppement-durable.gouv.fr） （Last accessed on 11 May 
2020）
32．French Ministry of  the Environment - DPPR/SEI/
BARPI: A series of explosions on alcohol  tanks at a 
distillery，ARIA No．21082 （http://www.aria.devel-
oppement-durable.gouv.fr） （Last accessed on 11 May 
2020）
33．National Transportation Safety Board: Derailment 
of Norfolk Southern Railway Company Train 68QB119 
with Release of Hazardous Materials and Fire，New 
Brighton，Pennsylvania，October 20，2006，RAR-08-

02，2008 （http://www.ntsb.gov） （Last accessed on 8 
June 2020）
34．Occupational Safety and Health Administration: Ac-
cident 202541223 - Employee Is Burned In Laboratory 
Fire （http://www.osha.gov） （Last accessed on 8 June 
2020）
35．National Transportation Safety Board: Derailment 
of CN Freight Train U70691-18 with Subsequent Haz-
ardous Materials Release and Fire，Cherry Valley，Il-
linois，June 19，2009，RAR-12-01，2012 （http://www.
ntsb.gov） （Last accessed on 8 June 2020）
36．IMPEL - French Ministry of Sustainable Develop-
ment/DGPR/SRT/BARPI-DREAL/UD 30: Explosion 
of an alcohol  tank  inside a vinegar plant，ARIA No．
18325 （http://www.aria.developpement-durable.gouv.
fr） （Last accessed on 11 May 2020）
37．National Transportation Safety Board: BNSF Rail-
way Unit Ethanol Train Derailment，Lesterville，South 
Dakota，RAB-17-07，2017 （http://www.ntsb.gov） （Last 
accessed on 8 June 2020）
38．National Transportation Safety Board: Derailment 
and Hazardous Materials Release  of Union Pacific 
Railroad Unit Ethanol Train，Graettinger，Iowa，March 
10,  2017, RAR-18-02,  2018 （http://www.ntsb.gov） 
（Last accessed on 8 June 2020）
39．Romina D. Calvo Olivares， Selva S. Rivera， and 
Jorge E．Nunez Mc Leod: Database for Accidents and 
Incidents in the Fuel Ethanol Industry，Journal of Loss 
Prevention in the Process Industries，38，pp．276-297，
2015
40．流れの可視化学会 編集 : 新版 流れの可視化ハンドブッ
ク，朝倉書店，1986
41．J．Eichhorn: Mist Can Cause Explosions，Fire Pro-
tection Manual  for Hydrocarbon Processing Plants，
2nd Ed.，pp．190-193，Gulf Publishing Company，1973



Report of National Research Institute of Fire and Disaster No.129（2020）

― 49 ―

（Abstract）

Takeshi Suzuki

（Accepted August 25, 2020）

Ethanol is easily ignited because it readily evaporates at room temperature, making the threat of ignition more 
significant if spilled or spread in an enclosed or open area and then subjected to an ignition source. This paper shows 
physical, chemical, and burning characteristics of ethanol and fire accidents  involving ethanol. Also results of small-
scale fire experiments of ethanol are explained. The author hopes that the information shown in this paper is helpful to 
fire departments which deal with accidents involving ethanol.

Fire Hazard of Ethanol
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1．はじめに

　2019 年10月31日午前 2時 40 分頃首里城正殿付近より
火災が発生し [1]、正殿、北殿、南殿が全焼した他計 7棟が
焼失した。火災に伴い多くの火の粉が飛散したため、周辺の
首里、石嶺、城南地区では無線で避難が呼びかけられ、避
難所も開設された。幸いなことに本火災による飛び火は発生
しなかったが、30 名ほどが避難を行った。
　災害調査の際に火の粉が与儀地区まで飛散していた目撃
情報を那覇市消防局の隊員の方から伺ったため、火の粉は
広範囲に及んで飛散したと考えられた。火の粉の飛散範囲を
調べるため、インターネット調査を実施した。インターネット調査
は近年災害に関するアンケート手法として利用されており[2]、
火災にも利用できると期待される。調査は那覇市在住のモニ
ター登録者を対象として2020 年 2月上旬にマクロミル社[3]

を通じて3日間で行われた。アンケートは 300人程度の回答
を目標とした。

2．質問内容

　火の粉の飛散距離と火災の関係を知るため、質問者の居

住場所、火の粉及び火災の目撃に関して表 1のような質問を
行った。回答は選択制とした。
　個人情報保護のため、住所は表 2のリストからの選択制と
した。

3．アンケート結果

　321名が回答した。那覇市内のモニター調査のため、全
地域からの情報を得ることはできなかった。指定した49 地
域中表 3の 44 地域（表 3）から回答があった。各地域から
の回答人数を表4に示す。
　男女比は男性 53.3％、女性 46.7%であった。回答者の
年代は表 5に示すように、10 代 1.5%、20 代 8.2%、30 代
19%、40 代 33%、50 代 24.6%、60 代 13.1%、70 歳以上 2.5%
であった。
3.1　首里城火災の見えた範囲
　首里城火災の見えた範囲に関して図 2に示す。風上、風
下に限らず多くの地域で火災が見えたことが分かった。具体
的には風上側に2.5キロ、風下側に6キロ以内の範囲では
あるが、これは選択肢にあった地域に依存すると考えられる。

研究紹介

首里城火災における火の粉の飛散に関するアンケート調査

鈴木　佐夜香

（令和 2年 9月 2日　受理）

　2019 年 10 月 31 日未明に発生した首里城火災では多数の火の粉が目撃され、火の粉の飛散が激しかっ
たことから避難誘導もなされた。そこで首里城火災の際の火の粉の飛散に関してアンケート調査を行い、
その結果を報告した。アンケート調査の結果、首里城火災及び首里城火災からの火の粉が見えた範囲は
広範囲にわたることが分かった。また、火の粉の飛散範囲は首里城の風上にもおよび風下側では 6キロ
程度飛散したことが分かった。モニターによるアンケート調査では詳細な位置を調べることは難しいが、
簡易に大まかな情報を得ることが可能であり、今後の活用につながると考えられる。

表1　質問票
Q1 ご自宅から首里城火災は見えましたか？

はい、いいえ、わからない
Q2 ご自宅から、首里城火災による火の粉が飛んでいるのが見えましたか？

はい、いいえ、わからない
Q3 ご自宅の周辺には火の粉や燃えさしのようなものが落ちていましたか？

はい、いいえ、わからない
Q4 ご自宅の周辺に落ちていた火の粉や燃えさしのようなものの大きさはどのくらいでしたか？

粉のようなものだった、1センチ角より小さい、1センチから 5センチ角くらい、5センチ角以上
Q5 ご自宅の住所を教えてください。
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実際首里城から浦添市の境界まで 2キロ程度の距離であり、
浦添市は調査の対象となっていない。また、小禄地区の周囲
は選択肢「その他」に入る地域であり、「その他」の中にも
火災が見えたという回答はあった。また、火災から近い範囲
でも見えなかったという回答が見られるが、火災が未明であっ

たことを考えると、回答者が自宅にいた可能性が高く、その
際には自宅と火災の向き及び自宅周囲の環境（高い建物の有
無など）も見えるか見えないのかに関連すると考えられる。
3.2　首里城火災による火の粉が飛んでいるのが見えた範囲
　首里城火災による火の粉が飛んでいるのが見えた範囲に関

図1　那覇市の地図

表2　質問における住所選択リスト

安里 古波蔵 首里久場川町 首里山川町 真地

上間 識名 首里崎山町 楚辺 牧志

奥武山町 首里赤田町 首里寒川町 大道 松尾

泉崎 首里赤平町 首里末吉町 壺屋 松川

おもろまち 首里池端町 首里平良町 仲井真 松島

小禄 首里石嶺町 首里汀良町 長田 三原

垣花町 首里大中町 首里当蔵町 繁多川 山下町

鏡原町 首里大名町 首里桃原町 東町 与儀

久茂地 首里金城町 首里鳥堀町 樋川 寄宮

国場 首里儀保町 首里真和志町 古島 その他

注）その他には以下の地名が含まれる。赤嶺、曙、旭町、字安次嶺、天久、上之屋、宇栄原、金城、
具志、久米、高良、田原、辻、壷川、通堂町、西、前島、真嘉比、松山、港町、宮城、銘苅、
若狭。表 3，4も同様
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して図 3に示す。首里城火災の見えた範囲とは若干異なる。
那覇市の西側ではあまり見られなかったようである。火の粉
は小さいため遠くなると見えなくなると考えられる。また、首
里城の北東から南西にかけて目撃されていることからこのあ
たりに高い建物がなかったためとも考えられる。
3.3　火の粉の落ちていた範囲とサイズ
　火の粉の落ちていた範囲とサイズに関して図 4に示す。風
下側では小禄において火の粉が確認されているため、少なく
とも6キロメートル先まで火の粉が飛散したことが確認でき
る。風上側である首里石嶺町でも火の粉が落ちていたとのこ
とから、以下の3点が考えられる。1点目は気象庁による風
速測定箇所での風速と首里城付近の風速が異なっていた。2
点目は首里城火災が非常に大きく、火災付近では火災による
気流の変化が起こり、風速 4から5m/s の風に逆らって飛散
した。3点目は建物の倒壊などの際に勢いに乗って火の粉が
飛散した。火の粉の飛散距離を計算するためにはこれらを考
慮したうえで風速の影響及び火災の大きさの計算をする必要
が考えられる。アンケート調査では火の粉の飛散の範囲と大
きさの間には関連性は見られないが、建物等の影響が考えら
れるため、今後首里城公園で採取した火の粉の大きさと比較
しつつ検討を行いたい。
3.4　首里城火災に関するアンケート調査の限界
　モニターを利用したアンケート調査は簡易である一方、質問
者本人が実際にその場に向かうわけではないため、その点を
考慮に入れて質問票を作成する必要がある。今回の質問の
中では火災及び火の粉が自宅から見えたのか、に関しては自
宅の位置及び周囲の環境に影響されることに注意する必要
がある。

表3　回答のあった地域

表4　回答者の地域属性

安里 首里赤田町 首里末吉町 繁多川 山下町

上間 首里赤平町 首里汀良町 東町 与儀

泉崎 首里石嶺町 首里当蔵町 樋川 寄宮

おもろまち 首里大中町 首里鳥堀町 古島 その他

小禄 首里大名町 首里山川町 真地

鏡原町 首里金城町 楚辺 牧志

久茂地 首里儀保町 大道 松尾

国場 首里久場川町 壺屋 松川

古波蔵 首里崎山町 仲井真 松島

識名 首里寒川町 長田 三原

地名 人数 地名 人数

安里 4 楚辺 4

上間 4 大道 6

泉崎 4 壺屋 3

おもろまち 9 仲井真 7

小禄 31 長田 5

鏡原町 2 繁多川 8

久茂地 2 東町 2

国場 12 樋川 2

古波蔵 5 古島 6

識名 5 真地 2

首里赤田町 1 牧志 10

首里赤平町 1 松尾 1

首里石嶺町 22 松川 11

首里大中町 1 松島 1

首里大名町 4 三原 5

首里金城町 3 山下町 2

首里儀保町 2 与儀 4

首里久場川町 4 寄宮 6

首里崎山町 2 その他 105

首里寒川町 1

首里末吉町 1

首里汀良町 5

首里当蔵町 1

首里鳥堀町 2

首里山川町 3

表5　回答者の年代
年代 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-
割合（％） 1.5 8.2 19 33.0 24.6 13.1 2.5
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図3　首里城火災による火の粉が見えた範囲
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　今回の主目的が火の粉の飛散範囲を調べることであったた
め、住所に関してある程度の精度を求めたものの、各地区の
大きさが大きいものもあり、数十メートルから数百メートルの
範囲で判明することが分かった。また、首里城の位置が浦
添市に近かったため、風上側の情報には限られている。地
区の数（50）に対して依頼したモニターの人数（300人程度）
は十分な情報を得るには少なかったようではある。那覇市は
沖縄県の県庁所在地でありモニター数の確保は可能であった
が、地方都市等でモニター数の確保が難しいことも考慮する
必要が出てくるであろう。
　郵送等による全家庭を対象とした調査（例えば[4] ）の方が、
同じ質問を行っても場所に関しては精密な情報を得ることが
出来ると考えられる。それでも短時間である程度の情報が得
ることができたことは、今後の活用につながると考えられる。

4．まとめ

　首里城火災を対象としたアンケート調査を行い、その結果

を報告した。アンケート調査の結果、首里城火災及び首里
城火災からの火の粉が見えた範囲は広範囲にわたることが分
かった。また、火の粉の飛散範囲は首里城の風上にもおよ
び風下側では 6キロ程度飛散したことが分かった。モニター
によるアンケート調査では詳細な位置を調べることは難しい
が、簡易に大まかな情報を得ることが可能であり、今後の活
用につながると考えられる。
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図4　火の粉の落ちていた範囲とサイズ
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（Abstract）

Sayaka Suzuki

（Accepted September 2, 2020）

A fire started at one of buildings of Shuri-jo castle on October 31st 2019. A lot of firebrands from Shuri-jo 
castle were produced, which prompted local officials to encourage people to evacuate. While no ignition by firebrands 
was reported, the number of firebrands produced from the fires were expected to be large. In order to understand the 
firebrand generation and transport from the fires, internet survey was conducted. Results showed that firebrands were 
seen at a upwind location and 6 km downwind from the fires.

Internet Survey on Firebrands from Shuri-jo Castle Fire
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